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株式会社ダブリュエックス二十四との合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

当社は平成 22 年 10 月 28 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ダブリ

ュエックス二十四を吸収合併することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、本合併は 100%出資子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示

しております。 

 

記 

 

1． 合併の目的 

 被合併会社である株式会社ダブリュエックス二十四は、主に日本国内の BtoB（企業向け）市場

を対象に気象情報サービスの販売業務を行ってまいりました。この度、気象情報サービスに関す

る同社の販売機能について、当社の企画・運営機能と一体化し、お客様に対する問題解決提案を

より充実させることを目的として、同社を吸収合併することといたしました。 

 

2． 合併の要旨 

 (1) 合併の日程 

    合併決議取締役会    平成 22 年 10 月 28 日 

    合併契約締結日     平成 22 年 10 月 28 日 

    合併期日（効力発生日） 平成 22 年 12 月 1 日 

（注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併および同法第 784 条第 1 項に

定める略式合併の規定により、当社および株式会社ダブリュエックス二十四にお

いて合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。 

  

(2) 合併方式 

  当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ダブリュエックス二十四は解散いたします。 

  

(3) 合併に係る割当ての内容 

  当社は株式会社ダブリュエックス二十四の発行済株式の全部を所有しているため、合併に際

して新株式の発行および金銭等の交付は行いません。 

 

(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。 

 

 

会社名 株式会社ウェザーニューズ 
代表者名 代表取締役 草開 千仁 
 (コード番号 4825 東証第一部)
問合せ先 SR コーナー (広報・IR) 
 リーダー 森下 良治 
 (TEL: 043-274-5536) 



3． 合併当事会社の概要（平成 22 年 5 月 31 日現在） 

(1) 商号 
株式会社ウェザーニューズ 
（吸収合併存続会社） 

株式会社ダブリュエックス二十四 
（吸収合併消滅会社） 

(2) 事業内容 総合気象情報サービス 
総合気象情報サービスの販売、 

BS データ放送事業 

(3) 設立年月日 昭和 61 年 6 月 11 日 平成 2 年 1 月 26 日 

(4) 本店所在地 
東京都港区芝三丁目 1 番 14 号 

日本生命赤羽橋ビル 
東京都港区芝三丁目 1 番 14 号 

(5) 代表者 代表取締役 草開 千仁 代表取締役 草開 千仁 

(6) 資本金 1,706 百万円 400 百万円 

(7) 発行済株式数 11,844,000 株 18,405 株 

(8) 純資産 5,410 百万円 （連結） 956 百万円 （単体）

(9) 総資産 8,898 百万円 （連結） 1,475 百万円 （単体）

(10) １株当たり純資産 485 円 19 銭 （連結） 51,971 円 63 銭 （単体）

(11) 決算期 5 月 31 日 5 月 31 日 

(12) 売上高 11,824 百万円 （連結） 3,806 百万円 （単体）

(13) 営業利益 2,277 百万円 （連結） 279 百万円 （単体）

(14) 経常利益 2,257 百万円 （連結） 280 百万円 （単体）

(15) 当期純利益 1,421 百万円 （連結） 145 百万円 （単体）

(16) １株当たり当期純利益 127 円 69 銭 （連結） 7,924 円 43 銭 （単体）

(17) 大株主および持株比率 一般財団法人 WNI 気象文化創造

センター 
14.35% 株式会社ウェザーニューズ 100.00%

  
株式会社ダブリュー・エヌ・ア

イ・インスティテュート 
12.66%

  

  石橋 博良 8.01%   

  株式会社ウェザーニューズ 5.85%   

  株式会社三菱東京 UFJ 銀行 3.04%   

  株式会社千葉銀行 3.04%   

（注）石橋博良氏は平成 22 年５月 22 日に逝去しましたが、平成 22 年５月 31 日現在名義変更手続が未了であったため、平成

22 年５月 31 日現在の株主名簿に基づき上表に記載しております。 

 

4． 合併後の状況 

(1) 合併後の存続会社について 

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

 

(2) 今後の見通し 

 本合併は、当社の 100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以 上 



 
（参考）当期連結業績予想（平成 22 年 6 月 28 日公表分）及び前期連結実績 （単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

当期業績予想 

（平成 23年５月期） 
12,500 2,700 2,600 1,600

前期実績 

（平成 22年５月期） 
11,824 2,277 2,257 1,421

 


