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平成26年12月25日 
各 位 
 会 社 名 日本ユニシス株式会社 
 代表者名 代表取締役社長 黒川 茂 
  （コード番号 8056 東証第 1 部） 
 問合せ先 広報部長 林 幸彦 
  （TEL 03－5546－7404） 
 

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 
 
当社は、平成 26 年 12 月 25 日開催の取締役会において、平成 27 年 4 月 1 日を効力発生日とし

て、当社の 100%子会社である USOL 北海道株式会社、USOL 東北株式会社、USOL 東京株式会

社、USOL中部株式会社、USOL関西株式会社、USOL中国株式会社及びUSOL九州株式会社（以

下、USOL７社）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%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略

しております。 
 

記 
 
１．合併の目的 
平成26年12月1日に発表した中期経営計画「Innovative Challenge Plan」方針の実行に向けて、

サービス提供スピードを加速させるために、USOL7社を吸収合併し、経営資源を集約いたします。 

 
２．合併の要旨 
（１）合併の日程 
    合併決議取締役会              平成26年12月25日 

合併契約承認株主総会  開催いたしません（※） 
    合併契約締結   平成26年12月25日 
    合併期日（効力発生日）  平成27年4月1日 
     （※）本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、

USOL７社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、そ

れぞれ合併契約承認株主総会は開催いたしません。 
 
（２）合併の方式 

当社を存続会社、USOL７社を消滅会社とする吸収合併方式とし、USOL７社は解散いた

します。 
 
（３）合併に係る割当ての内容 

本合併は、当社 100%出資の連結子会社との吸収合併であるため、合併に際して株式の割

当て、その他の金銭の交付は行いません。 
 
（４）合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

USOL７社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありま

せん。 
 
３．合併当事会社の概要 
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（１）存続会社 
 存続会社 
(1) 商号 日本ユニシス株式会社 
(2) 所在地 東京都江東区豊洲一丁目1番1号 
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 黒川 茂 
(4) 事業内容 システム関連サービスの提供及びコンピュータシステムの販売 
(5) 資本金 5,483百万円 
(6) 設立年月日 昭和33年3月29日 
(7) 発行済株式数 109,663,524株 
(8) 決算期 3月31日 
(9) 大株主及び持株比率 大日本印刷株式会社 18.90%       三井物産株式会社 8.93% 
(10)直近事業年度の財政状態及び経営成績(平成26年3月31日現在) 

純資産  76,016百万円（連結） 
総資産  202,468百万円（連結） 
1株当たり純資産  795.61円（連結） 
売上高  282,690百万円（連結） 
営業利益  9,574百万円（連結） 
経常利益   9,822百万円（連結） 
当期純利益  6,305百万円（連結） 
1株当たり当期純利益  67.08円（連結） 

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（２）消滅会社 
 消滅会社 
(1) 商号 USOL北海道株式会社 USOL東北株式会社 
(2) 所在地 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク二丁目 5 番 5 号 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目 1 番 25 号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 服部 克己 代表取締役社長 山田 正志 
(4) 事業内容 システム関連サービスの提供 システム関連サービスの提供 
(5) 資本金 10百万円 10百万円 
(6) 設立年月日 平成19年3月1日 平成19年3月1日 
(7) 発行済株式数 200株 200株 
(8) 決算期 3月31日 3月31日 
(9) 大株主及び持株比率 日本ユニシス株式会社 100% 日本ユニシス株式会社 100% 
(10)直近事業年度の財政状態及び経営成績(平成26年3月31日現在) 

純資産 134百万円 74百万円

総資産 275百万円 267百万円

1株当たり純資産 673,811円 374,330円

売上高 1,110百万円 683百万円

営業利益 7百万円 28百万円

経常利益 7百万円 28百万円

当期純利益 3百万円 17百万円

1株当たり当期純利益 19,361円 87,926円

 
 

 消滅会社 
(1) 商号 USOL東京株式会社 USOL中部株式会社 
(2) 所在地 東京都江東区豊洲一丁目1番1号 愛知県名古屋市中区栄一丁目3番3号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山田 正志 代表取締役社長 住井 孝司 
(4) 事業内容 システム関連サービスの提供 システム関連サービスの提供 
(5) 資本金 100百万円 25百万円 
(6) 設立年月日 平成19年3月1日 平成19年3月1日 
(7) 発行済株式数 2,000株 500株 
(8) 決算期 3月31日 3月31日 
(9) 大株主及び持株比率 日本ユニシス株式会社 100% 日本ユニシス株式会社 100% 
(10)直近事業年度の財政状態及び経営成績(平成26年3月31日現在) 

純資産  857百万円 246百万円

総資産  1,884百万円 482百万円

1株当たり純資産  428,829円 493,667円

売上高  5,275百万円 1,650百万円

営業利益  447百万円 59百万円

経常利益  448百万円 59百万円

当期純利益  265百万円 34百万円

1株当たり当期純利益  132,638円 69,604円
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 消滅会社 
(1) 商号 USOL関西株式会社 USOL中国株式会社 
(2) 所在地 大阪府大阪市北区大深町3番1号 広島県広島市中区大手町二丁目 7 番 10 号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 住井 孝司 代表取締役社長 松掛 憲吾 
(4) 事業内容 システム関連サービスの提供 システム関連サービスの提供 
(5) 資本金 10百万円 10百万円 
(6) 設立年月日 平成19年3月1日 平成19年3月1日 
(7) 発行済株式数 200株 200株 
(8) 決算期 3月31日 3月31日 
(9) 大株主及び持株比率 日本ユニシス株式会社 100% 日本ユニシス株式会社 100% 
(10)直近事業年度の財政状態及び経営成績(平成26年3月31日現在) 

純資産 80百万円 118百万円

総資産 221百万円 293百万円

1株当たり純資産 400,152円 592,475円

売上高 841百万円 894百万円

営業利益 △ 15百万円 21百万円

経常利益 △ 15百万円 21百万円

当期純利益 △ 10百万円 12百万円

1株当たり当期純利益 △ 51,258円 61,720円

 
 消滅会社 

(1) 商号 USOL九州株式会社 
(2) 所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目 1 番 1 号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松掛 憲吾 
(4) 事業内容 システム関連サービスの提供 
(5) 資本金 10百万円 
(6) 設立年月日 平成19年3月1日 
(7) 発行済株式数 200株 
(8) 決算期 3月31日 
(9) 大株主及び持株比率 日本ユニシス株式会社 100% 
(10)直近事業年度の財政状態及び経営成績(平成26年3月31日現在) 

純資産 187百万円

総資産 463百万円

1株当たり純資産 936,930円

売上高 1,739百万円

営業利益 85百万円

経常利益 85百万円

当期純利益 52百万円

1株当たり当期純利益 260,540円

※消滅会社における記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
※消滅会社における一株当たり純資産、一株当たり当期純利益は円未満を切り捨てて表示しており

ます。 
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４．合併後の状況 
本合併後において、存続会社である当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資

本金及び決算期の変更はありません。 
 
 
５．今後の見通し 

本合併は、当社 100%出資の連結子会社を吸収合併するものであり、当社の連結業績への影響

はありません。 
 
 
 

 
以 上 

 
 

（参考）当期連結業績予想（平成 26 年 11 月 5 日公表分）及び前期連結実績     （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27年3月期) 

285,000 12,000 11,300 7,500

前期実績 
(平成26年3月期) 

282,690 9,574 9,822 6,305

 
 
 


