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「グループ経営体制および事業推進体制の見直し」に関する詳細事項決定 

（子会社の吸収合併等）のお知らせ 
 
 

当社は、平成 22 年５月 26 日付の「グループ経営体制および事業推進体制の見直しに関するお

知らせ」にて、本年 10 月１日を目処にグループ経営体制および事業推進体制を、純粋持株会社体

制から事業持株会社体制へ移行するための準備に入ることをお知らせいたしました。その後、対

象会社の状況を考慮した上で、再編方式を一部見直し、下記の通り組織再編を行うことを決定い

たしましたのでお知らせいたします。 

 

当該組織再編は、当社および当社の完全子会社である株式会社ＣＳＫ－ＩＴマネジメント（以

下ＣＳＫ－ＩＴマネジメント）、株式会社ＣＳＫシステムズ（以下ＣＳＫシステムズ）について、

当社を存続会社、ＣＳＫ－ＩＴマネジメント、ＣＳＫシステムズを消滅会社として合併するもの

で、本日開催の当社および当該会社の取締役会において決議し、吸収合併契約書を締結いたしま

した。なお、本合併は、完全子会社２社の簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略

して記載しております。 

 

また、平成 22 年５月 26 日付の「グループ経営体制および事業推進体制の見直しに関するお知

らせ」においては、当社の完全子会社である株式会社ＣＳＫサービスウェア（以下ＣＳＫサービ

スウェア）についても合併の対象としておりましたが、後述の理由により、時期を見直すことと

いたしました。ただし、本再編の目的である３つの事業の連携・融合を実現するために、ＣＳＫ

サービスウェアと実質的な一体運営を行うものといたします。 

 

 

Ⅰ．再編の目的 

今回のグループ経営体制および事業推進体制の見直しは、当社グループの競争力強化のために

は、当社グループが手掛ける３つの事業（「ＢＰＯ（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）

事業」「ＩＴマネジメント事業」「システム開発事業」）のより一層の連携が必要であるという

認識のもと、お客様に必要とされる最適なサービス提供を実現するグループ体制に移行するもの

であり、ＣＳＫグループの持続的な成長・発展を実現することを目的としております。 

合併後新会社を中心とした当社グループは、各社・各事業の特長・強みをさらに強化するとと

もに、３つの事業を融合した当社グループ独自のサービス提供により、お客様のビジネス革新に

深く貢献してまいります。 
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Ⅱ．再編方式の見直しについて 

 平成 22 年５月 26 日付の「グループ経営体制および事業推進体制の見直しに関するお知らせ」

にて、当社と当社の完全子会社であるＣＳＫサービスウェア、ＣＳＫ－ＩＴマネジメント、ＣＳ

Ｋシステムズの４社の合併をお知らせいたしました。 

 その後、検討・調整を行ってまいりましたが、下記の理由により、ＣＳＫサービスウェアにつ

いては時期を見直し、状況が整い次第、合併することといたしました。 

  

（１）ＣＳＫサービスウェアは会社の成り立ちとそのビジネスモデルから、当社および合併  

対象である２社と、人事関連諸制度、社内情報システム、企業文化、要員構成等が大き

く異なるため、事業面での連携・融合を先行させ、組織形態上は緩やかな連携から始め

ることといたしました。 

 

（２）ＣＳＫサービスウェアは、平成 21 年７月の株式会社ＣＳＫコミュニケーションズおよび 

その子会社、株式会社ＣＳＫマーケティングとの８社合併に伴う統合作業（事業インフ

ラの最適活用、人員の適正配置、業務の最適化等）に関して継続検討が必要であると判

断したため、ＣＳＫサービスウェア内部の統合を優先し、合併時期を見直すことといた

しました。 

 

Ⅲ．合併の要旨

当社とＣＳＫ－ＩＴマネジメント、ＣＳＫシステムズとの合併 

（１）合併の日程 

合併契約承認取締役会（３社）   平成 22 年８月 12 日 

合併契約締結（３社）    平成 22 年８月 12 日 

合併契約承認株主総会（ＣＳＫ－ＩＴマネジメント、ＣＳＫシステムズ） 

  平成 22 年８月 12 日 

合併期日（効力発生日）      平成 22 年 10 月１日（予定） 

 

※当社は、本合併が会社法第 796 条第３項に定める簡易合併に該当するため、同法第 795

条第１項に規定する合併契約にかかる株主総会の承認を得ないで、本合併を行います。 

※ＣＳＫ－ＩＴマネジメント、ＣＳＫシステムズの株主総会は、会社法第 319 条第１項

に基づき、議決権を行使することができる株主の書面による同意を得ることにより行

っています。 

※上記日程は、合併手続進行上の必要性により、３社間で協議の上、変更することがあ

ります。 

 

（２）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式です。 

 

（３）合併に係る割当ての内容 

当社は、ＣＳＫ－ＩＴマネジメント、ＣＳＫシステムズの発行済株式の全部を保有し

ていることから、本合併に際して、ＣＳＫ－ＩＴマネジメント、ＣＳＫシステムズの  

株主である当社に対し、その有する株式に代わる金銭等の交付は行いません。 
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（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 

ＣＳＫ－ＩＴマネジメント、ＣＳＫシステムズは新株予約権および新株予約権付社債

を発行しておりません。 

 

（５）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。 

 

 

Ⅳ．当事会社の概要（平成 22 年３月 31 日現在）

（１）商号 株式会社ＣＳＫホールディングス 

（２）本店所在地 東京都港区南青山二丁目 26 番１号 

（３）代表者 代表取締役社長 中西 毅 

（４）事業内容 ＣＳＫグループおよびグループ会社の 

経営管理、ならびにそれに付帯する業務 

（５）資本金 96,225 百万円 

（６）設立年月日 昭和 43 年 10 月７日 

（７）発行済株式数 125,787,714 株 

（８）決算期 ３月 

（９）大株主および

持株比率 

合同会社ＡＣＡインベストメンツ 

36.15% 

（10）直前事業年度の財政状態および経営成績 

平成 22 年３月期（連結） 

純資産 15,807 百万円

総資産 267,749 百万円

１株あたり純資産 ▲241.34 円

売上高 169,518 百万円

営業利益 4,176 百万円

経常利益 2,919 百万円

当期純利益 ▲59,180 百万円

１株あたり 

当期純利益 

▲720.62 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3



（１）商号 株式会社ＣＳＫ－ＩＴマネジメント 株式会社ＣＳＫシステムズ ※１

（２）本店所在地 東京都港区南青山二丁目 26 番１号 東京都港区南青山二丁目 26 番１号

（３）代表者 代表取締役社長 谷原 徹 代表取締役社長 中西 毅 

（４）事業内容 ＩＴマネジメント事業 システム開発事業 

（５）資本金 3,000 百万円 10,000 百万円 

（６）設立年月日 平成 16 年４月１日 平成 17 年５月６日 

（７）発行済株式数 6,002 株 200,000 株 

（８）決算期 ３月 ３月 

（９）大株主および

持株比率 

株式会社ＣＳＫホールディングス 

100％ 

株式会社ＣＳＫホールディングス 

100％ 

（10）直前事業年度の財政状態および経営成績 

 平成 22 年３月期（単体） 平成 22 年３月期（単体）※１

純資産 7,025 百万円 22,264 百万円

総資産 12,979 百万円 30,611 百万円

１株あたり純資産 1,170,457.48 円 111,324.34 円

売上高 28,583 百万円 51,918 百万円

営業利益 2,055 百万円 7,001 百万円

経常利益 2,038 百万円 6,983 百万円

当期純利益 1,026 百万円 3,458 百万円

１株あたり 

当期純利益 

171,105.07 円 17,292.58 円

※１ ＣＳＫシステムズは、①平成 22 年４月１日付でＣＳＫシステムズを存続会社として株式会社  

ＣＳＫシステムズ西日本および株式会社ＣＳＫシステムズ中部と合併しており、また、②平成 22 

年６月 30 日付の「株式会社ＣＳＫシステムズと株式会社ＣＳＫ証券サービスの合併のお知らせ」

にて発表しております通り、平成 22 年９月１日付でＣＳＫシステムズを存続会社として株式会社

ＣＳＫ証券サービスと合併することを予定しております。なお、ＣＳＫシステムズの直前事業年度

の財政状態および経営成績は、平成 22 年３月 31 日現在のＣＳＫシステムズの数値を記載しており

ます。 

 

 

Ⅴ．合併後の状況 

（１）商号 株式会社ＣＳＫ ※２

（２）本店所在地 東京都港区南青山二丁目 26 番１号 

（３）代表者 代表取締役社長 中西 毅 

（４）事業内容 ＢＰＯ（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業 

ＩＴマネジメント事業 

システム開発事業 

（５）資本金 96,225 百万円 

（６）決算期 ３月 

※２ 当社は、平成 22 年 10 月１日をもって、商号を株式会社ＣＳＫホールディングスから株式会社 

ＣＳＫに変更する予定です。 
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Ⅵ．新会社の組織体制 

 合併後の新会社は、下記の組織体制とする見込みです。 

（１）事業部門として、「ＩＴマネジメント社」「ＩＴソリューション社」「ビジネスサービス社」 

を設置 

    ・「ＩＴマネジメント社」は、ＣＳＫ－ＩＴマネジメントの事業を移行 

    ・「ＩＴソリューション社」は、ＣＳＫシステムズの事業を移行 

    ・「ビジネスサービス社」を設置し、ＣＳＫサービスウェアと一体運営を実施 

（２）全社の本社スタッフ機能として「コーポレート部門」、３事業融合の事業推進機能として 

   「事業推進部門」を設置 

（３）当社グループのシェアードサービス機能を担う株式会社ＣＳＫアドミニストレーション 

サービスについては、今回の統合に合わせ新会社へ機能を取り込み、社内組織として本社 

間接・スタッフ機能の再構築を実施予定 

 

取締役会

事業推進部門事業推進部門

ＩＴマネジメント社ビジネスサービス社

・コンサルティング

・ＩＴインフラ設計・構築

・ＩＴアウトソーシング

・システム運用

・ハードウェア保守

・データ管理・分析

・コンサルティング

・ＩＴインフラ設計・構築

・ＩＴアウトソーシング

・システム運用

・ハードウェア保守

・データ管理・分析

ＩＴソリューション社

コーポレート部門コーポレート部門

社長

ＣＳＫサービスウェア
・業務コンサルティング

・業務プロセス分析・設計

・コンタクトセンターサービス

・業務別ＢＰＯサービス

・バックオフィスＢＰＯ

ＣＳＫサービスウェア
・業務コンサルティング

・業務プロセス分析・設計

・コンタクトセンターサービス

・業務別ＢＰＯサービス

・バックオフィスＢＰＯ

・コンサルティング

・システムインテグレーション

・ソリューションサービス

（ERP/SCM/CRM）

・ASP、SaaS、PaaSサービス

・コンサルティング

・システムインテグレーション

・ソリューションサービス

（ERP/SCM/CRM）

・ASP、SaaS、PaaSサービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ．今後の見通し 

本件に関する業績面への影響につきましては、確定次第速やかに開示いたします。 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 22 年５月 12 日公表分）および前期連結実績 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（平成 23 年３月期） 
160,000 百万円 10,000 百万円 9,300 百万円 500 百万円

前期実績 

（平成 22 年３月期） 
169,518 百万円 4,176 百万円 2,919 百万円 ▲59,180 百万円

 

 

以 上 

   5


