
 

平成２１年３月３１日 

各      位 

                                                   会 社 名  アイエックス・ナレッジ株式会社 
                                                   代表者名  代表取締役社長  安  藤  文  男 
                                                     （ＪＡＳＤＡＱ・コード９７５３） 
                                                   問合せ先  広報・ＩＲ部長  荒  木    厚 

電話  ０３－６４００－７０００ 

 

当社連結子会社の吸収合併に関する基本合意書締結のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社と当社の連結子会社である株式会社アイエックスと

きわテクノロジー（以下、ＩＴＴＥＣという。）に係る吸収合併について決議し、同日２社間にお

いて、これらに関する基本的事項を定める基本合意書を締結いたしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．合併の目的 

ＩＴＴＥＣ（当社保有割合76.8％）は平成19年 4月 1日に当社の完全子会社であるアイ･ティ･

ジャパン株式会社と、独立系のときわ情報株式会社が合併して発足した会社で、製造・流通や金融

分野を中心とするアプリケーションシステムの開発、組込み系システムの開発、原子力分野の解析・

シミュレーション技術をベースとする科学技術計算分野や、ネットワークソリューション分野での

強みを生かし、積極的な事業展開を図ってきました。しかし、平成21年3月期第2四半期にシステ

ム開発不採算案件が発生、業績悪化による繰延税金資産取り崩し等により財政状態が著しく悪化し、

平成21年3月期末において債務超過が避けられない状況に至りました。 

そこで当社は、グループ経営資源の集中と効率化によりＩＴＴＥＣの事業特性を当社グループの

中でより効果的に発揮し事業の存続と将来の発展を期す観点から、また当社グループの信用の維持

を図るために、当社がＩＴＴＥＣを吸収合併することといたしました。 

現在、事業承継の詳細およびグループ全体の事業改善策につき鋭意検討を進めております。 

 

２．合併の内容 

（１）合併の日程 

吸収合併に関する基本合意書の締結    平成 21 年 3 月 31 日 
合併契約承認取締役会（当社およびＩＴＴＥＣ）平成 21 年 5 月 15 日（予定） 
合併契約の締結（当社およびＩＴＴＥＣ）      平成 21 年 5 月 15 日（予定） 
合併契約承認株主総会（ＩＴＴＥＣ）       平成 21 年 6 月 23 日（予定） 
合併契約承認株主総会（当社）        平成 21 年 6 月 24 日（予定） 
合併の期日（効力発生日）             平成 21 年 10 月 1 日（予定） 

   合併登記の期日                  平成 21 年 10 月 上旬（予定） 
 

（２）合併方式 
 当社を合併存続会社とする吸収合併方式で、ＩＴＴＥＣは合併消滅会社となります。 
 

（３）合併対価 
 本合併に際し、消滅会社であるＩＴＴＥＣの株主に交付する株式その他対価については現在のと 

ころ未定であり、確定しだい速やかに開示します。 



 
（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付き社債に関する取り扱い 

 消滅会社は、新株予約権等を発行しておりません。 

 

（５）その他の事項 

 ＩＴＴＥＣは最終決算期末（平成21年3月期末）におきまして債務超過となることが見込まれま 

すので、会社法第796条第3項但書および第795条第2項第1号に基づき、当社定時株主総会にお 

いて本合併の承認をいただく必要があります。 

 
３．合併当事会社の概要 

    [平成20年12月31日現在]

(1) 商号 
アイエックス・ナレッジ株式会社 

[存続会社] 

株式会社アイエックスときわテクノロジ

ー[消滅会社] 

(2) 主な事業内容 

コンサルティング及びシステム・イン

テグレーション・サービス／システム

マネージメントサービス／商品販売 

科学技術計算／ネットワークソリューシ

ョン／ビジネスアプリケーションソフト

開発／ソフトウェア開発／パッケージソ

フト販売 

(3) 設立年月日 1979年6月22日 2003年12月16日 

(4) 本店所在地 
東京都港区海岸3-22-23 MSCセンター

ビル 

東京都台東区駒形1-12-14 日本生命浅草

ビル 

(5) 代表者 代表取締役社長 安藤 文男 代表取締役社長  家老 秀那夫 

(6) 資本金 1,181百万円 90百万円

(7) 発行済株式総数 13,034,660株 1,864株

(8) 純資産 3,911百万円 △189百万円

(9) 総資産 7,236百万円 801百万円

(10) 決算期 3月31日 3月31日

(11) 従業員数 1,246名 242名

(12) 主要取引先 

㈱ＮＴＴデータ、㈱日立製作所、ＮＥ

Ｃ、ＫＤＤＩ㈱ほか 

アイエックス・ナレッジ㈱、岩谷情報シス

テム㈱、朝日航洋㈱、日本原子力研究開発

機構、㈱資生堂、ＵＦＪＩＳ㈱、㈱電通国

際情報サービス、東京ガス㈱ 

(13) 大株主及び 

     持株比率 

安藤 多喜夫          10.53％       

ＩＫＩ持株会          7.80％      

安藤 文男             7.02％       

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行  2.99％ 

㈱安藤情報技術研究所  2.89％    

竹田 和平             1.69％       

春日 正好             1.56％       

有限会社エム・ビ・エス1.53％      

三井倉庫㈱             1.53％      

住友生命保険相互会社  1.07％      

アイエックス・ナレッジ株式会社76.82％

個人１      13.04％       

ほか個人5名 合計10.15％              

(14) 主要取引先銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行 

三井住友銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行 

商工組合中央金庫 

資本関係 
当社は株式会社アイエックスときわテクノロジーの発行済株式の

76.8％を保有しております。 

人的関係 
当社は株式会社アイエックスときわテクノロジーに、役員の派遣、

従業員の出向を行っております。 

取引関係 
当社は株式会社アイエックスときわテクノロジーにシステム開発

等の業務を委託し、また同社から同業務を受託しております。 

(15) 当事会社間の 

   関係 

関連当事者へ

の該当状況 
該当いたしません。 

 

 



 (16)最近3年間の業績  

      （単位：百万円） 

  
アイエックス・ナレッジ株式会社  

[存続会社] 

株式会社アイエックスときわテクノロジー 

[消滅会社] 

決算期 
平成19年

3月期 

平成20年

3月期 

平成21年3月期

第3四半期 

平成19年

3月期 

平成20年

3月期 

平成21年3月期 

第3四半期 

売上高 16,710 15,705 10,832 1,101 2,446 1,520  

営業利益 876 850 274 42 83 △ 315 

経常利益 890 856 308 37 72 △ 323 

当期純利益 487 504 80 19 45 △ 443 

1株当り当期

純利益（円） 
39.21 40.84 ― 18,812 24,270 ― 

1株当り年間

配当金（円） 
10.00 10.00  ― ― 5,000 ― 

1株当り純資

産（円） 
308.25 327.25  ― 59,695 140,962 ― 

 

４．合併後の状況等 
(1) 当社が合併存続会社ですので、合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者及び決算期 は、  
    いずれも合併前と同様であります。 
(2) 今後の見通し 
    平成 22 年 3 月期の連結・個別業績予想に織り込む予定であり、確定しだいお知らせします。 

以 上 


