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連結子会社における組織再編に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成23年４月1日を効力発生日として、当社の連結子会

社４社において、日本電子計算株式会社を存続会社とし株式会社ＪＢＩＳを消滅会社とする吸収合併、

日本電子計算株式会社を吸収分割承継会社とし株式会社ＪＢＩＳビジネスサービスを吸収分割会社

とする吸収分割、ならびに日本証券代行株式会社を完全親会社とし株式会社ＪＢＩＳビジネスサービ

スを完全子会社とする株式交換を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

１．組織再編の目的 

当社グループでは、平成25年３月期を最終年度とする第２次中期経営計画において、「事業拡大（ＢＩＳ

のさらなる推進、クラウドサービスの拡大）」「生産性向上と品質改善」「経営効率の向上と経営体質の強化」

という３つの重点施策（基本戦略）を掲げ、その実践に取り組んでおりますが、この第２次中期経営計画を

よりスムーズかつ効果的に実現するため、グループ内での組織再編を実施いたします。 

すなわち、ＩＴ・事務双方からの融合をすすめるお客様におけるイノベーション実現に貢献するため、こ

れまでにも、主として証券業務向けにおいて、子会社に分散していた企画機能・品質管理機能を集中・集約

するとともに、システムサービスと事務サービスを一元的に提供する体制を構築し、よりお客様目線に立っ

た商品サービスの企画開発とサービス品質の向上に努めてまいりました。今回の組織再編は、こうした体制

を一層強化すべく、製造・販売を一体化し、公共、産業・文教、金融等の他分野へも強力に推進していくた

め、グループの連結子会社を「金融商品取引業務」と「金融商品取引業務外」の業務にそれぞれ集約しよう

とするものであります。 

 

２. 日本電子計算株式会社と株式会社ＪＢＩＳの吸収合併の要旨  

 

（１）組織再編の日程 

     ２月24日 当社取締役会  グループ内組織再編実施の決議  

当事会社取締役会 

① 吸収合併契約承認 
② 臨時株主総会招集 

    ３月24日 当事会社臨時株主総会 

  ４月 １日 組織再編効力発生 

 

（２）組織再編の方式 

   吸収合併契約 

   1）吸収合併存続会社：日本電子計算株式会社   

   2）吸収合併消滅会社：株式会社ＪＢＩＳ 

 

（３）組織再編に関わる株式の発行・割当ての内容 

日本電子計算株式会社および株式会社ＪＢＩＳは、当社の完全子会社であるため、本組織再編に際

して、株式の発行・割当てを省略いたします。 
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（４）承継により増加する資本金 

   資本金の変動はありません。 

 

（５）消滅会社・分割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。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

   本件吸収合併に際して株式会社ＪＢＩＳと日本電子計算株式会社それぞれとの間で締結の平成 23

年２月24日付吸収合併契約に基づき、資産・負債および契約上の地位その他の権利義務を承継いた

します。 

 

（７）債務履行の見込み 

本件吸収合併の効力発生後における、日本電子計算株式会社の債務履行の見込みにつきましては、

問題ないものと判断しております。 

 

３. 日本電子計算株式会社と株式会社ＪＢＩＳビジネスサービスの吸収分割の要旨   

 

（１）組織再編の日程 

    ２月24日 当社取締役会  グループ内組織再編実施の決議 

当事会社取締役会 

① 吸収分割契約承認 

② 臨時株主総会招集 

    ３月24日 当事会社臨時株主総会 

  ４月 １日 組織再編効力発生  

 

（２）組織再編の方式 

吸収分割契約 

    1）吸収分割承継会社：日本電子計算株式会社 

    2）吸収分割会社：株式会社ＪＢＩＳビジネスサービス 

分割する業務：代理人事務業務（メーリング業務含む）、不動産転貸業務を除く業務サービス

事業 

 

（３）組織再編に関わる株式の発行・割当ての内容 

株式会社ＪＢＩＳビジネスサービスおよび日本電子計算株式会社は当社の完全子会社であるため、

本組織再編に際して、株式の発行・割当てを省略いたします。 

 

（４）承継により増加する資本金 

   資本金の変動はありません。 

 

（５）吸収分割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。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

   本件吸収分割に際して日本電子計算株式会社、株式会社ＪＢＩＳビジネスサービスそれぞれとの

間で締結の平成23年２月24日付吸収分割契約書に基づき、資産・負債および契約上の地位その他

の権利義務を承継いたします。 
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（７）再編される組織の概要 

     承継する事業内容 

株式会社ＪＢＩＳビジネスサービスは代理人事務業務（メーリング業務含む）、不動産転貸業務を

除く業務サービス事業を日本電子計算株式会社へ吸収分割する 

承継する資産、負債の項目および金額 

資産合計 750百万円
負債合計 1,510百万円

上記は平成22年12月31日現在の数値をもとにしております。 

なお、本件吸収分割によって実際に承継する金額は異なる可能性があります。 

    

（８）債務履行の見込み 

本件合併、吸収分割の効力発生後における、日本電子計算株式会社、株式会社ＪＢＩＳビジネスサ

ービスの債務履行の見込みにつきましては、問題ないものと判断しております。 

 

４. 日本証券代行株式会社と株式会社ＪＢＩＳビジネスサービスの株式交換の要旨  

 

（１）組織再編の日程 

２月24日 当社取締役会  グループ内組織再編実施の決議 

当事会社取締役会 

① 株式交換契約承認 

② 臨時株主総会招集 

３月24日 当事会社臨時株主総会 

４月 １日 組織再編効力発生  

 

（２）組織再編の方式 

株式交換契約 

   1）株式交換完全親会社：日本証券代行株式会社 

   2）株式交換完全子会社：株式会社ＪＢＩＳビジネスサービス  

  

（３）承継により増加する資本金 

   資本金の変動はありません。 

 

（４）分割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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５．当事会社の概要（平成22年３月31日現在） 

 

2 上場取引所 非上場 非上場 非上場 非上場

3 事業内容 情報サービス事業 証券事務管理・代行事業 情報サービス事業 業務サービス事業

4 設立年月日 昭和37年12月3日 昭和25年9月13日 平成19年12月5日 昭和48年10月25日

5 本社所在地 東京都江東区 東京都中央区 東京都江東区 東京都江東区

6 代表者 代表取締役社長　内池正名 代表取締役社長　森谷　敬 代表取締役社長　佐々木敏一 代表取締役社長　林　博昭

7 資本金 2,460百万円 500百万円 100百万円 400百万円

8 発行済株式総数 20,000千株 9,838千株 10千株 50千株

9 売上高 28,276百万円 4,079百万円 8,325百万円 2,806百万円

10 経常利益 694百万円 △1,509百万円 29百万円 △547百万円

11 当期純利益 537百万円 △2,309百万円 12百万円 △705百万円

12 株主資本 13,728百万円 5,378百万円 92百万円 169百万円

13 総資産 25,837百万円 8,473百万円 1,561百万円 1,609百万円

14 決算期 ３月 ３月 ３月 ３月

15 従業員数 1,080人 134人 89人 182人

16 主要取引先 金融、証券、自治体等 金融、証券、事業会社等 証券、事業会社等 金融、証券、事業会社等

17 株主および持株比率 ㈱ＪＢＩＳホールディングス　100％ ㈱ＪＢＩＳホールディングス　100％ ㈱ＪＢＩＳホールディングス　100％ ㈱ＪＢＩＳホールディングス　100％

18 主要取引銀行 りそな銀行等 みずほコーポレート銀行等 りそな銀行等 みずほコーポレート銀行等

19 当社との関係 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社

商号1
株式会社ＪＢＩＳ

（吸収合併消滅会社）
株式会社ＪＢＩＳビジネスサービス
（吸収分割・株式交換完全子会社）

日本電子計算株式会社
（吸収合併存続・吸収分割承継会社）

日本証券代行株式会社
（株式交換完全親会社）

（注）株式会社ＪＢＩＳビジネスサービスの林 博昭のみ平成22年6月23日に代表取締役社長に就任いたしました。 
           売上高・経常利益・当期純利益に関しては平成22年３月期を記載しております。 

６．再編後の子会社の状況 

   当事会社４社のうち、吸収合併消滅会社である株式会社ＪＢＩＳを除く、吸収合併存続会社および吸収

分割承継会社の日本電子計算株式会社、吸収分割会社および株式交換完全子会社の株式会社ＪＢＩＳビ

ジネスサービスならびに株式交換完全親会社の日本証券代行株式会社は、商号、本店所在地、代表者名、

資本金、決算期に変更はありません。 

  

 ７．連結会社の会計処理の概要 

    本組織再編は、企業結合に関する会計基準上、共通支配下の取引にあたります。 

 

８．子会社の今後の見通し 

   本組織再編による連結業績への影響は軽微であります。 

 

以 上 
 

（参 考）１．当期連結業績予想（平成23年２月２日公表分）および前期連結実績     (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 

当期連結業績予想 

(平成23年3月期) 
39,000    100   1,600     700 

前期連結実績 

(平成22年3月期) 
   40,532 △1,127     196  △1,988 
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２．組織再編のフロー図 
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合併 吸収分割 株式交換（子会社化） 

≪組織再編後≫ 

≪現行組織≫ 

Ⅹ事業＝代理人事務業務（メーリング業務含む）、不
動産転貸業務を除く業務サービス事業 
Ｙ事業＝代理人事務業務（メーリング業務含む）、不
動産転貸業務 

JBIS－HD：株式会社JBISホールディングス 
JIP    ：日本電子計算株式会社 
JBIS      ：株式会社JBIS 
JSA   ：日本証券代行株式会社 
JBIS-BS ：株式会社JBISビジネスサービス


