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平成21年４月７日 

各 位 

会社名 原信ナルスホールディングス株式会社 
所在地 新潟県長岡市中興野18番地２ 

コード番号 8255 東証一部 

代表者 代表取締役社長     原  和彦 

問合せ先 常務取締役経営企画統括 山岸 豊後 

 TEL （0258）66－6712 

 

 子会社の完全子会社化および子会社間の合併に関するお知らせ  

 

 当社は、平成21年４月７日開催の取締役会において、下記のとおり子会社の完全子会社化および子会社

間の合併を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．目的 

 

 当社の子会社である株式会社アイプランニングは、各種媒体の企画制作、広告代理店業を営んでおり、

当社の完全子会社である高速印刷株式会社は印刷業を営んでおります。 

 両社の事業は緊密性が高く、従来から連携して事業運営する部分が多々ありました。 

 このような状況において、両社の事業について連携を一層強化し、迅速かつ柔軟な意思決定と効率的

な経営戦略の執行を図るため、このたび両社の事業を集約することといたしました。 

 なお、組織再編にあたっては、子会社である株式会社アイプランニングの少数株主から株式を取得し

完全子会社化した上で、完全子会社である高速印刷株式会社を存続会社、同社を消滅会社とする吸収合

併によることといたします。 

 

２．株式会社アイプランニングの株式の追加取得による完全子会社化 

 

（１）株式取得の理由 

 株式会社アイプランニングと高速印刷株式会社の合併を前提として、合併後の高速印刷株式会社の資

本構成が当社の完全子会社となるように、株式会社アイプランニングの少数株主から株式を全部取得い

たします。 

 なお、株式の取得は、高速印刷株式会社が行います。 

 

（２）異動する子会社（株式会社アイプランニング）の概要 

 「３．株式会社アイプランニングと高速印刷株式会社の合併 （３）合併当事会社の概要」をご参照

ください。 

 

（３）株式の取得先 

 株式の取得先は個人であり、株式譲渡契約の定めに基づき、非公表とさせていただきます。 

 

（４）取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

① 異動前の所有株式数  間接所有 136株 （間接所有割合  68％） （議決権の数 136個） 

② 取得株式数            64株 （取得価額  未定） （議決権の数  64個） 

③ 異動後の所有株式数  間接所有 200株 （間接所有割合 100％） （議決権の数 200個） 

（注）間接所有は、完全子会社である高速印刷株式会社を通じた当社による所有状況を示しております。 
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（５）日程 

 平成21年４月７日 当社取締役会決議（子会社による株式取得の件） 

 平成21年４月中  高速印刷株式会社取締役会決議（株式取得の件） 

 平成21年４月中  株式会社アイプランニング取締役会決議（株式譲渡承認の件） 

 平成21年４月中  株券引渡期日 

 

（６）今後の見通し 

 「３．株式会社アイプランニングと高速印刷株式会社の合併 （４）合併後の状況 ⑩今後の見通し」

をご参照ください。 

 

３．株式会社アイプランニングと高速印刷株式会社の合併 

 

（１）合併の目的 

 株式会社アイプランニングと高速印刷株式会社の両社事業は緊密性が高く、従来から連携して事業運

営する部分が多々ありました。 

 このような状況において、両社の事業について連携を一層強化し、迅速かつ柔軟な意思決定と効率的

な経営戦略の執行を図るため、このたび両社の事業を集約することといたしました。 

 

（２）合併の要旨 

① 合併の日程 

 平成21年４月７日 当社取締役会（子会社間の合併の件） 

 平成21年４月中  高速印刷株式会社取締役会（合併決議の件） 

 平成21年４月中  株式会社アイプランニング取締役会（合併決議の件） 

 平成21年４月中  合併契約締結 

 平成21年４月中  高速印刷株式会社合併承認株主総会（予定） 

 平成21年４月中  株式会社アイプランニング合併承認株主総会（予定） 

 平成21年６月１日 合併の効力発生日（予定） 

 

② 合併方式 

 高速印刷株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社アイプランニングは解散します。 

 

③ 合併に係る割当ての内容 

 本合併は、完全親子会社間の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。 

 

④ 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

 該当事項はありません。 
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（３）合併当事会社の概要（平成21年２月28日現在） 

① 商号 
高速印刷株式会社 

（存続会社） 

株式会社アイプランニング 

（消滅会社） 

② 事業内容 印刷業 各種媒体の企画制作、広告代理店業 

③ 設立年月日 昭和57年４月１日 昭和60年12月12日 

④ 本店所在地 新潟県長岡市 新潟県長岡市 

⑤ 代表者の役職氏名 代表取締役社長 米山 秀彦 代表取締役社長 土屋 藏三 

⑥ 資本金 14百万円 10百万円 

⑦ 発行済株式数 280株 200株 

⑧ 純資産 184百万円 26百万円 

⑨ 総資産 442百万円 68百万円 

⑩ 決算期 ２月末日 ２月末日 

⑪ 従業員数 30名 10名 

⑫ 主要取引先 (株)原信 高速印刷(株) 

⑬ 大株主及び持株比率 
原信ナルスホールディングス(株) 

100％ 

高速印刷(株) 

68％（注） 

⑭ 主要取引銀行 (株)第四銀行 (株)第四銀行 

⑮ 当事会社間の関係等 

資本関係 

高速印刷(株)は(株)アイプランニングの株式を68％保有

しており、(株)アイプランニングは高速印刷(株)の子会

社に該当しております。 

人的関係 役員の兼任 ３名 

取引関係 
(株)アイプランニングは、高速印刷(株)より印刷物及び

デザインの企画・制作を受注しております。 

関連当事者へ 

の該当状況 

(株)アイプランニングは高速印刷(株)の関連当事者（子

会社）に該当しております。 

（注）「２．株式会社アイプランニングの株式の追加取得による完全子会社化」に記載いたしましたとお

り、高速印刷株式会社は株式会社アイプランニングの株式を上記記載時点以後に追加取得する予定

であり、本件合併直前における株式会社アイプランニングに対する高速印刷株式会社の持株比率は

100％になる予定です。 

⑯ 最近３年間の業績 

 
高速印刷株式会社 

（存続会社） 

株式会社アイプランニング 

（消滅会社） 

  決算期 
平成19年 

２月期 

平成20年 

２月期 

平成21年 

２月期 

平成19年 

２月期 

平成20年 

２月期 

平成21年 

２月期 

  売上高 （百万円） 703 758 726 86 225 255 

  営業利益 （百万円） 63 58 43 △4 7 7 

  経常利益 （百万円） 71 66 52 △4 7 7 

  当期純利益（百万円） 41 37 28 △4 6 4 

  １株当たり当期純利益 （円） 147,676 135,507 103,045 △21,234 30,597 20,819 

  １株当たり配当金（円） 39,300 46,017 30,900 － 2,500 － 

  １株当たり純資産（円） 522,627 572,818 657,364 84,096 115,880 134,200 

（注）１ 株式会社アイプランニングの平成19年２月期は、決算期変更による５カ月決算の実績であり

ます。 

２ 両社の平成21年２月期の業績値は確定したものではなく、見込値であります。 
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（４）合併後の状況 

① 商号 高速印刷株式会社 

② 事業内容 印刷業、各種媒体の企画制作、広告代理店業 

③ 本店所在地 新潟県長岡市 

④ 代表者の役職氏名 代表取締役社長 米山 秀彦 

⑤ 資本金 14百万円 

⑥ 純資産 210百万円 

⑦ 総資産 513百万円 

⑧ 決算期 ２月末日 

⑨ 会計処理の概要 

 本件合併は、企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当し、のれんの発生はありませ

ん。 

⑩ 今後の見通し 

 本件、「２．株式会社アイプランニングの株式の追加取得による完全子会社化」および「３．株式

会社アイプランニングと高速印刷株式会社の合併」に係る一連の組織再編行為は、いずれも当社の

小規模子会社における取引であり、業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


