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平成 24 年 10 月 30 日 

各   位 

上場会社名 江守商事株式会社 
代表者 代表取締役社長 江守 清隆 
（コード番号 9963） 
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 揚原 安麿 
（TEL 0776-36-1133） 

 
会社分割（簡易吸収分割）及び子会社の商号変更に関するお知らせ 

 

当社は、10 月 29 日開催の取締役会において、平成 25 年１月１日を効力発生日として、当社

の情報システム事業部統合システム営業部門を会社分割し、当社 100％子会社である江守システ

ム株式会社に承継することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、承継会社である

江守システム株式会社は、平成 25 年１月 1日に商号を「株式会社江守ソリューションズ」に変

更し、信頼されるシステムパートナーとして、より顧客のニーズに合致したサービスの提供を強

化し続けてまいります。 

なお、本分割は、当社単独の簡易吸収分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示

しております。 
 

記 
 

１．会社分割の目的 

世界経済の悪化に伴い、当社グループを取り巻く中長期的な経営環境は非常に厳しくなるものと

推測されることから、グループ全体の企業価値の向上を目指すうえで、既存事業の一層の強化、自

律的成長は不可欠であります。当社では、かかる成長戦略のもと、更なるグループ経営管理体制の

強化を図り、将来的には純粋持株会社体制への移行等も視野に入れつつ、グループの再編を順次進

めております。 

平成 24 年 2 月には、連結グループにおける情報機器事業セグメントの発展的な再編の第一弾と

して、当社の情報システム事業部流通システム営業部門を分割し、株式会社イー・アイ・エルへ承

継させました。本再編は、同じく当社の情報システム事業部の分割であり、統合システム営業部門

を自立した法人として位置づけ、責任を明確化し事業の特性を活かした新しい成長戦略を策定・実

行することを目的としております。 

 

２．会社分割の要旨 

(1) 分割の日程 

分割計画書承認取締役会決議  平成 24 年 10 月 29 日 

分割契約締結         平成 24 年 10 月 29 日 

分割期日（効力発生日）    平成 25 年 １月 １日（予定） 

(注) 本会社分割は、会社法第 784 条第 3項の規定（簡易吸収分割）に基づき、当社の株主総会

の承認を得ることなく行います。 

 

(2) 分割方式 

当社を分割会社とし、江守システム株式会社を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）とし

ます。 
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(3) 株式の割当 

株式の割当はありません。 

 

(4) 分割により減少する資本金 

本分割による資本金の減少はありません。 

 

(5) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い 

当社は、現在新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

(6) 吸収分割承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、当社が情報システム事業部統合システム営業部門に関連して有する資産、負債、

その他の権利義務及び契約上の地位を承継します。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本分割において、当社及び承継会社の負担すべき債務につきましては、履行の見込みに問題が

ないと判断しております。なお、承継会社が承継する債務については、重畳的債務引受の方法に

よるものとします。 

 

３．分割会社の概要 

項目 
分割会社 

（平成 24 年 3 月 31 日 現在） 

承継会社 

（平成 24 年 3 月 31 日 現在） 

(1) 商号 江守商事株式会社 

英文名 EMORI & CO.,LTD. 

江守システム株式会社 

英文名 EMORI SYSTEM CO.,LTD. 

(2) 事業内容 化学品・電子材料･合成樹脂･繊維加工

剤･情報関連機器・システム開発･情報

サービス･環境関連の国内販売及び輸

出入 

ソフトウェアの開発 コンピュータ関

連の設計技術者の派遣 システム開発

請負業務 

(3) 設立年月日 昭和 33 年 5 月 26 日 昭和 63 年 2 月 24 日 

(4) 本店所在地 福井市毛矢一丁目 6番 23 号 福井市毛矢一丁目 6番 23 号 

(5) 代表者 代表取締役社長 江守清隆 代表取締役社長 江守清隆 

(6) 資本金 799 百万円 20 百万円 

(7) 発行済株式数 10,500,000 株 400 株 

(8) 純資産 9,716 百万円 51 百万円 

(9) 総資産 41,059 百万円 96 百万円 

(10)決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11)従業員数 263 名 22 名 

(12)大株主及び持

株比率 

江守清隆 

江守総業株式会社 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 

株式会社福井銀行 

株式会社北國銀行 

39.5%

3.9%

3.0%

2.7%

2.2%

江守商事株式会社 100%
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４．分割会社の最近 3決算期間の業績                     （単位：百万円） 

  当社（分割会社）  

決算期 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 

売上高 43,109 53,166 57,081

営業利益 1,325 1,484 1,252

経常利益 1,563 1,771 1,591

当期純利益 854 1,097 962

1 株当たり当期純利益 81.42 104.65 91.69

1 株当たり配当金 26.00 32.00 32.00

1 株当たり純資産 768.50 862.39 926.12

（注）1株当たり指標は円単位です。 

 

５．分割する事業部門の概要 

(1) 分割する事業の内容 

当社の情報システム事業部統合システム営業部門 

 

(2) 分割する事業の経営成績（平成 24 年３月期） 

分割部門の売上高(a) 当社売上高(b) 比率(a/b) 

760 百万円 57,081 百万円 1.3％

 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 24 年 9 月 30 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 50 百万円 流動負債 －百万円

固定資産 42 百万円 固定負債 －百万円

合計 92 百万円 合計 －百万円

（注）当社の分割する資産及び負債については、上記金額に分割期日前日までの増減を加除した

上で確定いたします。 

 

６．分割後の状況 

(1) 当社（分割会社） 

 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期は変更ありません。 

 

(2) 江守システム株式会社（承継会社） 

項目 承継会社（平成 25 年１月 1日 予定） 

(1) 商号 株式会社江守ソリューションズ（英文名 EMORI SOLUTIONS CO.,LTD.)

(2) 事業内容 システムの受託開発、システムサービスの提供、運用支援サービスお

よび保守サービスの提供、ソフトウェアおよびハードウェアの販売 

(3) 本店所在地 福井市毛矢一丁目 6番 23 号 

(4) 代表者 代表取締役社長 三上匡之（平成 25 年１月４日付就任予定） 

(5) 資本金 50 百万円 

（会社分割実施後、増資を予定） 

(6) 決算期 12 月 31 日 

 

７．今後の見通し 

当社 100%出資の子会社との間での吸収分割であるため、連結業績への影響はありません。また、

個別の業績に与える影響は軽微であります。 

以 上 


