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（財）財務会計基準機構会員 

 

平成２１年３月２３日 

各  位 

会社名    株式会社ＣＩＪ 

代表者名   代表取締役社長 堀 信一 

（コード番号４８２６ 東証第一部） 

問い合わせ先 経営企画部長 坂元 昭彦 

（電話：０４５－３２４－０１１１） 

 

 

連結子会社の合併及び連結子会社の解散に関するお知らせ 
 

 当社は、平成２１年３月２３日開催の取締役会におきまして、連結子会社である株式会社ＣＩＪソリュー

ションズと株式会社システムウェーブとの合併、株式会社シー・エックスと株式会社ソフィアスタッフとの

合併、及びCIJSJ America,Inc.の解散を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．連結子会社の合併 

 

（１）合併の目的 

当社グループの経営効率の向上、意思決定の迅速化、グループ経営資源の集中的な有効活用等を目的と

したグループ組織再編の一環として、連結子会社である株式会社ＣＩＪソリューションズと株式会社シス

テムウェーブとの合併、及び株式会社シー・エックスと株式会社ソフィアスタッフとの合併を行うもので

あります。 

株式会社ＣＩＪソリューションズは金融系、通信ネットワーク等のシステム開発、オフショア開発等を

得意分野としております。一方、株式会社システムウェーブは福祉・介護関連パッケージ製品の開発・販

売等を事業としております。本合併においては、事業統合によるシステム開発事業の効率化及び福祉・介

護関連パッケージ事業の経営強化を図ります。 

株式会社シー・エックスはソフトウェアの受託開発、IT関連の人材派遣等を事業としております。一方、

株式会社ソフィアスタッフはIT関連の人材派遣等を事業としております。本合併においては、人材派遣事

業統合による効率化及び規模拡大によるマーケット対応力の強化を図ります。 

 

（２）株式会社ＣＩＪソリューションズと株式会社システムウェーブとの合併 

①合併の要旨 

・合併の日程 

合併契約承認取締役会   平成２１年３月２３日 

合併契約締結       平成２１年３月２３日 

合併契約承認株主総会   平成２１年６月１５日（予定） 

合併期日（効力発生日）  平成２１年７月１日（予定） 

・合併方式 

株式会社ＣＩＪソリューションズを存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社システムウェーブは

解散いたします。 

・合併比率 

会社名 株式会社ＣＩＪソリューションズ 株式会社システムウェーブ 

合併比率 1 0.00043 

（注）１．株式の割当比率 

株式会社システムウェーブの普通株式 1株に対して、株式会社ＣＩＪソリューションズの

普通株式0.00043株を割当交付いたします。 

２．合併比率の算定根拠 

株式会社ＣＩＪソリューションズ及び株式会社システムウェーブは、第三者機関である文

野公認会計士・税理士事務所に株価算定を依頼し、その算定結果を参考に、両社間におい
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て協議した結果、上記のとおり合意いたしました。 

３．第三者機関による算定結果及び算定方法 

文野公認会計士・税理士事務所は、修正簿価純資産方式による分析を実施し、その結果を

総合的に勘案して、株価を算定いたしました。 

４．合併により発行する新株式数 

株式会社ＣＩＪソリューションズ 普通株式 422株 

・合併交付金 

合併交付金の支払いは行いません。 

・消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

株式会社システムウェーブは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

・会計処理の概要 

企業結合会計上の共通支配下における取引に該当し、のれんは発生いたしません。 

 

②合併当事会社の概要（平成２１年３月２３日現在） 

商号 株式会社ＣＩＪソリューションズ 株式会社システムウェーブ 

事業内容 金融系、通信ネットワーク等のシステ

ム開発、オフショア開発等 

福祉・介護関連パッケージ製品の開発・

販売等 

設立年月日 昭和５７年１１月２２日 昭和４９年１２月３日 

本店所在地 東京都品川区西五反田一丁目２３番

７号 

東京都台東区上野五丁目１番１号 

代表者 代表取締役社長 松岡 正治 代表取締役社長 齋藤 博之 

資本金の額 45百万円 490百万円 

発行済株式総数 810株 980,000株 

総資産 419百万円（平成20年6月30日現在） 750百万円（平成20年6月30日現在） 

事業年度の末日 ６月３０日 ６月３０日 

大株主及び持株比率 当社 100％ 当社 99.98％ 

資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

当事会社間の関係 

取引関係 該当事項はありません 

 

③合併後の状況 

商号 株式会社ＣＩＪソリューションズ 

事業内容 金融系、通信ネットワーク等のシステム開発、オフショア開発、福祉・介

護関連パッケージ製品の開発・販売等 

本店所在地 東京都品川区西五反田一丁目２３番７号 

代表者 代表取締役社長 松岡 正治 

資本金の額 535百万円 

事業年度の末日 ６月３０日 

大株主及び持株比率 当社100％ 

（注）１．完全子会社同士の合併ではないため、合併後の資本金の額は両社の資本金の合計金額となりま

す。 

２．株式会社システムウェーブの少数株主に割当交付する株式は1株に満たないため、現金20,084

円を支払うことで、合併後の当社の持株比率は100％になります。 

３．株式会社システムウェーブの子会社である株式会社ＣＩＪウェーブは、合併後に株式会社ＣＩ

Ｊソリューションズの子会社になります。 

 

（３）株式会社シー・エックスと株式会社ソフィアスタッフとの合併 

①合併の要旨 

・合併の日程 

合併契約承認取締役会   平成２１年３月２３日 

合併契約締結       平成２１年３月２３日 

合併契約承認株主総会   平成２１年６月１５日（予定） 
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合併期日（効力発生日）  平成２１年７月１日（予定） 

・合併方式 

株式会社シー・エックスを存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社ソフィアスタッフは解散いた

します。 

・合併比率 

株式会社シー・エックスと株式会社ソフィアスタッフの合併につきましては、完全子会社同士の合併

であるため、合併比率の取り決めはありません。また、本合併による新株式の発行及び金銭等の交付は

行いません。 

・消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

株式会社ソフィアスタッフは新株引受権を発行しております。本合併効力発生日において、株式会社

ＣＩＪソフィア（存続会社である株式会社シー・エックスの新商号）は当該新株引受権 1個につき、株

式会社ＣＩＪソフィアの新株予約権 418個の割合をもって割当交付し、当該新株引受権は消滅する予定

です。 

・会計処理の概要 

企業結合会計上の共通支配下における取引に該当し、のれんは発生いたしません。 

 

②合併当事会社の概要（平成２１年３月２３日現在） 

商号 株式会社シー・エックス 株式会社ソフィアスタッフ 

事業内容 ソフトウェアの受託開発、IT関連の人

材派遣等 

IT関連の人材派遣等 

設立年月日 昭和４８年５月１６日 平成８年５月１日 

本店所在地 東京都千代田区岩本町三丁目１０番

４号 

神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番２４

号 

代表者 代表取締役社長 工藤 潤一 代表取締役社長 小川 貢 

資本金の額 100百万円 480百万円 

発行済株式総数 1,550,000株 9,600株 

総資産 396百万円（平成20年6月30日現在） 704百万円（平成20年6月30日現在） 

事業年度の末日 ６月３０日 ６月３０日 

大株主及び持株比率 当社 100％ 当社 100％ 

資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

当事会社間の関係 

取引関係 該当事項はありません 

 

③合併後の状況 

商号 株式会社ＣＩＪソフィア 

事業内容 ソフトウェアの受託開発、IT関連の人材派遣等 

本店所在地 東京都千代田区岩本町三丁目１０番４号 

代表者 代表取締役社長 工藤 潤一 

資本金の額 100百万円 

事業年度の末日 ６月３０日 

大株主及び持株比率 当社100％ 

（注）株式会社シー・エックスは合併期日の平成２１年７月１日をもって、株式会社ＣＩＪソフィアに商

号変更する予定であります。また、本合併による資本金の増加はありません。 

 

（４）今後の見通し 

本合併は当社連結子会社同士の合併であり、本合併による当社及び当社グループ（連結）の業績への影

響は軽微であります。 
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２．連結子会社の解散 

 

（１）連結子会社の解散の理由 

連結子会社である CIJSJ America,Inc.は、米国における最新技術調査等を目的として平成 10年に設立

したものですが、当社グループにおけるその役割は終えており、経営効率の向上を図るために解散するも

のであります。 

 

（２）解散する連結子会社の概要（平成２１年３月２３日現在） 

商号 CIJSJ America,Inc. 

事業内容 最新技術調査及びシステム開発等 

設立年月日 平成10年11月4日 

本店所在地 1952 Camden Ave.,Suite 201 San Jose,CA 95124,USA 

代表者 代表取締役社長 吉村 紀久雄 

資本金の額 300,000米ドル 

発行済株式総数 300,000株 

売上高 117,500米ドル（平成20年6月30日現在） 

経常利益 3,214米ドル（平成20年6月30日現在） 

当期純利益 2,033米ドル（平成20年6月30日現在） 

総資産 379,980米ドル（平成20年6月30日現在） 

事業年度の末日 ６月３０日 

大株主及び持株比率 当社 100％ 

 

（３）今後の日程 

解散承認株主総会 平成21年６月末（予定） 

解散日      平成21年６月末（予定） 

清算結了日    平成21年８月末（予定） 

 

（４）今後の見通し 

解散する連結子会社の事業は小規模であるため、本解散による当社及び当社グループ（連結）の業績へ

の影響は軽微であります。 

以  上 


