
 
 

平成 23 年 10 月 28 日 

 

各 位 

 

 

 

株式会社ウィズステーションとの合併（簡易合併・略式合併）契約締結に関するお知らせ 

 

当社は平成 23 年 10 月 28 日付取締役会決議において、当社の連結子会社である株式会社ウィズ

ステーション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ウィズステーションは、主に BtoS（個人向け）市場を対象に気象情

報サービスの企画・販売業務を行ってまいりました。この度、コンテンツ展開の強化を図ること

を目的として、同社の機能を当社と一体化し、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 23 年 10 月 28 日 

    合併契約締結日     平成 23 年 10 月 28 日 

    合併期日（効力発生日） 平成 23 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ウィズステーションにおいて

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、株式会社ウィズステーションは解散いたします。 

   

(3) 合併に係る割当ての内容 

  当社は株式会社ウィズステーション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。 

会社名 株式会社ウェザーニューズ 
代表者名 代表取締役社長 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 北川 堅 
 (TEL: 043-274-5536) 



 

(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。 

 

 

3． 合併当事会社の概要（平成 23 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） 

株式会社ウィズステーション 
（吸収合併消滅会社） 

(2) 事業内容 総合気象情報サービス 個人向け気象情報サービス 

(3) 設立年月日 昭和 61 年 6 月 11 日 平成 18 年 12 月１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 
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 

(5) 代表者 代表取締役社長 草開 千仁 代表取締役 草開 千仁 

(6) 資本金 1,706 百万円 100 百万円 

(7) 発行済株式数 11,844,000 株 100 株 

(8) 純資産 5,941 百万円 （連結） △28 百万円 （単体）

(9) 総資産 7,901 百万円 （連結） 1,188 百万円 （単体）

(10) １株当たり純資産 551 円 21 銭 （連結） △289,017 円 15 銭 （単体）

(11) 決算期 5 月 31 日 5 月 31 日 

(12) 売上高 12,200 百万円 （連結） 6,102 百万円 （単体）

(13) 営業利益 2,647 百万円 （連結） △55 百万円 （単体）

(14) 経常利益 2,591 百万円 （連結） △55 百万円 （単体）

(15) 当期純利益 1,602 百万円 （連結） △41 百万円 （単体）

(16) １株当たり当期純利益 145 円 73 銭 （連結） △415,604 円 62 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 
14.35％

  

  株式会社ウェザーニューズ 8.99％   

  
日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
5.59％   

  
日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
4.32％   

  株式会社三菱東京 UFJ 銀行 3.04％   

  株式会社千葉銀行 3.04％   

（注）吸収合併消滅会社である株式会社ウィズステーションは、債務超過でありますが、吸収合併の効力発生日である平成 23
年 12 月１日までに債務超過を解消する予定であります。 

 

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 

 本合併による、当期以降の当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

以 上 



 
（参考）当期連結業績予想（平成 23 年 6 月 27 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 24年５月期） 
13,000 3,100 3,000 1,800

前期実績 

（平成 23年５月期） 
12,200 2,647 2,591 1,602

 


