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ＢＰＯグループ会社の組織再編に関するお知らせ 

 

当社は、平成21年２月13日発表の｢経営体質強化・収益性改善のための諸施策実施について｣

において掲げております「ビジネス・プロセス・アウトソーシング（ＢＰＯ）（※１）分野の強化・

再構築」および「収益力強化」を目的として、株式会社サービスウェア・コーポレーション（以

下サービスウェア・コーポレーション）、株式会社ＣＳＫマーケティング（以下ＣＳＫマーケテ

ィング）、株式会社ＣＳＫコミュニケーションズ（以下ＣＳＫコミュニケーションズ）およびＣ

ＳＫコミュニケーションズの子会社を加えた８社を対象としたＢＰＯグループ会社の組織再編

を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

ＣＳＫグループは、情報サービス産業の成熟化への対応およびグループのさらなる発展を目

指し、ＩＴの強みを活かした新たなサービスを創出し続け、サービスプロバイダーへの転換を

図ることを成長戦略として掲げております。 

ＣＳＫグループが掲げる成長戦略を実現するには、対象となる業務・分野の特性に応じ、競

争力を持つグループの各機能（システム開発、システム運用、ＢＰＯ、ほか）を柔軟に組み合

わせる必要があると考えております。一方、世界的な金融不安に端を発した景気後退の波は、

国内企業の業績にまで影響を及ぼしており、ＩＴ投資予算も見直されることが予想されます。 

このような状況のもと、ＣＳＫグループは、各機能・各事業分野でこれまで以上に迅速かつ

適切な意思決定を行い、専門性を追求できる体制を整備するとともに、集約化による生産性の

向上を図ってまいります。その一環として、平成20年11月６日発表の｢株式会社ＣＳＫマーケテ

ィングおよび株式会社サービスウェア・コーポレーションの再編に関するお知らせ｣において、

ＣＳＫマーケティングとサービスウェア・コーポレーションを対象としたＢＰＯグループ会社

の再編をお知らせしておりましたが、その後の経営環境の変化を鑑み、ＣＳＫコミュニケーシ

ョンズおよびＣＳＫコミュニケーションズの子会社を加えた８社を対象とし、これらのグルー

プ会社の中で分散しているＢＰＯサービス事業とニアショア開発（※２）事業を、機能ごとの２社

体制へと統合・集約いたします。 

 

今回の組織再編に伴い、当社およびサービスウェア・コーポレーション、ＣＳＫマーケティ

ング、ＣＳＫコミュニケーションズおよびＣＳＫコミュニケーションズの子会社との間で実施

する会社分割・合併・株式譲渡につき、当社および各社において開催した取締役会にて決議い

たしました。 
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Ⅰ．組織再編のポイント 

１．ＢＰＯサービス事業 

・サービスウェア・コーポレーションおよびＣＳＫマーケティングの全事業、ＣＳＫコミュ 

ニケーションズおよびＣＳＫコミュニケーションズ子会社（株式会社福井ＣＳＫ（以下福

井ＣＳＫ）、株式会社島根ＣＳＫ（以下島根ＣＳＫ）、株式会社岩手ＣＳＫ（以下岩手ＣＳ

Ｋ）、株式会社大分ＣＳＫ（以下大分ＣＳＫ）、株式会社北九州ＣＳＫ（以下北九州ＣＳＫ））

のＢＰＯサービス事業を統合します。 

 

 ・統合した新会社においては、戦略領域への経営資源の集中およびコスト最適化を図ること

で競争力を強化し、ＢＰＯサービスに対するお客様の幅広いニーズに対応可能なサービス

提供体制を構築することで、さらなる成長・発展を目指します。 

 

２．ニアショア開発事業 

・ＣＳＫコミュニケーションズおよびＣＳＫコミュニケーションズ子会社（福井ＣＳＫ、島

根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ）のニアショア開発事業を統合します。 

 

 ・中国・上海の希世軟件系統（上海）有限公司（ＣＳＫシステムズ上海）とあわせて、グル

ープ内におけるニアショア・オフショア開発体制を整備します。 

 

 

Ⅱ．会社分割・合併・株式譲渡の要旨 

１．ＣＳＫコミュニケーションズ子会社の株式をＣＳＫコミュニケーションズからＣＳＫホー

ルディングスに譲渡 

   ＣＳＫコミュニケーションズとＣＳＫホールディングスは、各々の取締役会において、

ＣＳＫコミュニケーションズが保有するＣＳＫコミュニケーションズ子会社の株式をＣＳ

Ｋホールディングスに譲渡することを決議いたしました。 

 

(1) 譲渡の日程 

   平成21年４月９日 株式譲渡契約承認取締役会 

   平成21年４月９日 株式譲渡契約の締結 

   平成21年７月１日(予定) 株式譲渡期日 

 

(2) 譲渡対象および譲渡先 

     ＣＳＫコミュニケーションズが保有するＣＳＫコミュニケーションズの子会社（福井   

ＣＳＫ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ、北九州ＣＳＫ）の株式をＣＳＫホール  

ディングスに譲渡します。 

 

(3) 取得株式数 

    ・福井ＣＳＫ    5,000株 

    ・島根ＣＳＫ    5,000株 

    ・岩手ＣＳＫ    5,000株 

    ・大分ＣＳＫ    2,000株 

    ・北九州ＣＳＫ    400株 
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２．ＣＳＫコミュニケーションズ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ、福井ＣＳＫにおけ  

る吸収分割 

ＣＳＫコミュニケーションズ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ、福井ＣＳＫは、 

各々の取締役会において、平成21年７月１日を分割の効力発生日として、ＣＳＫコミュニ  

ケーションズ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫのシステム開発事業を吸収分割によ 

り福井ＣＳＫに承継することを決議し、分割契約を締結いたしました。 

    なお、福井ＣＳＫは、平成21年６月１日に本店を東京都港区へ移転し、平成21年７月１

日に社名を「株式会社ＣＳＫニアショアシステムズ」に変更予定です。 

 

（1）分割の日程 

   平成21年４月９日 分割契約承認取締役会 

   平成21年４月９日 分割契約の締結 

   平成21年５月８日(予定) 分割契約 書面による株主総会決議提案 

   平成21年５月25日(予定) 分割契約 書面による株主総会決議 

   平成21年７月１日(予定) 分割の効力発生日 

 

（2）分割方式 

    ＣＳＫコミュニケーションズ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫを分割会社とし、

福井ＣＳＫを承継会社とする吸収分割を行います。 

 

（3）株式の割当 

    福井ＣＳＫは分割の対価として普通株式を１株ずつ４社（ＣＳＫコミュニケーションズ、  

島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ）に割当交付します。４社はその株式を剰余金とし  

てＣＳＫホールディングスに配当します。 

 

（4）承継会社が継承する権利義務の内容 

   承継会社は、分割会社の営業にかかわる資産・負債および各種契約などの権利義務を承  

継します。ただし、分割契約書において別段の定めのあるものは除きます。 

   なお、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとします。 

 

（5）債務履行の見込み 

 分割会社および承継会社は、分割の効力発生日以降に履行期が到来する債務について、  

本件分割後もその履行を担保するに足る責任財産を保有しており、分割会社および承継会

社の負担すべき債務の履行の確実性は問題ないものと判断します。 
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３．福井ＣＳＫとサービスウェア・コーポレーションにおける吸収分割 

福井ＣＳＫとサービスウェア・コーポレーションは、各々の取締役会において、平成21 

年７月１日を分割の効力発生日として、福井ＣＳＫのＢＰＯサービス事業を吸収分割によ  

りサービスウェア・コーポレーションに承継することを決議し、分割契約を締結いたしま 

した。 

 

（1）分割の日程 

   平成21年４月９日 分割契約承認取締役会 

   平成21年４月９日 分割契約の締結 

   平成21年５月８日(予定) 分割契約 書面による株主総会決議提案 

   平成21年５月25日(予定) 分割契約 書面による株主総会決議 

   平成21年７月１日(予定) 分割の効力発生日 

 

（2）分割方式 

     福井ＣＳＫを分割会社とし、サービスウェア・コーポレーションを承継会社とする吸

収分割を行います。 

 

（3）株式の割当 

     サービスウェア・コーポレーションは分割の対価として普通株式１株を福井ＣＳＫに  

割当交付します。福井ＣＳＫはその株式を剰余金としてＣＳＫホールディングスに配当   

します。 

 

（4）承継会社が継承する権利義務の内容 

    承継会社は、分割会社の営業にかかわる資産・負債および各種契約などの権利義務を 

承継します。ただし、分割契約書において別段の定めのあるものは除きます。 

    なお、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとします。 

 

（5）債務履行の見込み 

     分割会社および承継会社は、分割の効力発生日以降に履行期が到来する債務について、 

本件分割後もその履行を担保するに足る責任財産を保有しており、分割会社および承継

会社の負担すべき債務の履行の確実性は問題ないものと判断します。 

 

 

４．サービスウェア・コーポレーションによるＣＳＫマーケティング、ＣＳＫコミュニケーシ 

ョンズ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ、北九州ＣＳＫの吸収合併 

    サービスウェア・コーポレーションとＣＳＫマーケティング、ＣＳＫコミュニケーショ 

ンズ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ、北九州ＣＳＫは、各々の取締役会において、 

平成21年７月１日を合併の効力発生日として、サービスウェア・コーポレーションがＣＳ 

Ｋマーケティング、ＣＳＫコミュニケーションズ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ、 

北九州ＣＳＫを吸収合併することを決議し、合併契約を締結いたしました。 

    なお、サービスウェア・コーポレーションは、平成21年７月１日に社名を「株式会社Ｃ

ＳＫサービスウェア」に変更予定です。 
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（1）合併の日程 

   平成21年４月９日 合併契約承認取締役会 

   平成21年４月９日 合併契約の締結 

   平成21年５月８日(予定) 合併契約 書面による株主総会決議提案 

   平成21年５月25日(予定) 合併契約 書面による株主総会決議 

   平成21年７月１日(予定) 合併の効力発生日 

 

（2）合併方式 

     サービスウェア・コーポレーションを存続会社とする吸収合併とし、ＣＳＫマーケテ  

ィング、ＣＳＫコミュニケーションズ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ、北九州 

ＣＳＫは解散します。 

 

（3）合併比率 

     サービスウェア・コーポレーションは普通株式計６株（消滅会社６社に対して１株ず

つ）を発行し、当社に対し割当交付します。 

 

（4）合併交付金 

     合併交付金の支払は行いません。 

 

 

Ⅲ．再編後の各社の概要

１．株式会社ＣＳＫサービスウェア 

   代表者    石村 俊一 

 事 業    ＢＰＯサービス 

   本 店    東京都港区南青山二丁目 26 番１号 

   資本金    2,063 百万円 

   株 主    当社 100% 

 正社員    約 1,500 人（平成 21 年４月９日現在見込み） 

 

２．株式会社ＣＳＫニアショアシステムズ 

   代表者    佐伯 壽紀 

 事 業    ニアショア開発 

   本 店    東京都港区南青山二丁目 26 番１号 

   資本金    100 百万円 

   株 主    当社 100% 

 正社員    約 110 人（平成 21 年４月９日現在見込み） 

 

 

Ⅳ．本社スタッフ部門について 

ＣＳＫコミュニケーションズおよび福井ＣＳＫ、島根ＣＳＫ、岩手ＣＳＫ、大分ＣＳＫ、北九

州ＣＳＫの本社スタッフ機能につきましては、今回の組織再編を機に、グループ会社向けにスタ

ッフ機能サービス、各種事務代行サービス・運営管理サービスを提供している株式会社ＣＳＫア

ドミニストレーションサービスに移管いたします。 



 

Ⅴ．再編後の業績見通し 

今回のグループの組織再編は、ＣＳＫグループの連結子会社間で行われるものであることから、

本件に伴う連結業績への影響は軽微であると考えております。 

 

 

 

 

[補足]組織再編のイメージ図 
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会社名略称

ＣＳＫホールディングスＣＳＫ－ＨＤ

島根ＣＳＫ島根

北九州ＣＳＫ北九州
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岩手ＣＳＫ岩手

福井ＣＳＫ福井
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サービスウェア・コーポレーションＳＷＣ

会社名略称

 

以上 

 
 
（※１）ＢＰＯ：ビジネス・プロセス・アウトソーシング。業務運用サービス。効率性および品質   

向上のために業務を外部委託すること。 
（※２）ニアショア開発：国内の遠隔地に開発を外注すること。 
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