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株式取得及び簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ 

 

 

当社及び当社連結子会社である株式会社アイ・シー・アール(以下、アイ・シー・アール)は、

本日開催のそれぞれの取締役会において、当社がアイ・シー・アールの株式を取得し(以下、本取

得)、その後株式交換(以下、「本株式交換」、「本取得」と併せて「本件統合」と総称する)を行う

ことによって、当社がアイ・シー・アールを完全子会社とすることを決議し、両者間で株式譲渡

契約及び株式交換契約を締結することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本株式交換は連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容

を一部省略しています。 

 

記 

 

１． 本件統合の目的 

 グループ経営をより一層強化し、一体的かつ効率的な経営体制を確立すると同時に、当社グル

ープ内の経営資源を活用した事業の持続的成長、企業価値の向上を図るため、本件統合によ

りアイ・シー・アールを完全子会社とするものです。 

 

２．本件統合の方法 

 当社は、当社以外の株主が保有するアイ・シー・アール株式のうち、123 株を株式譲渡により

取得し、残りの 122 株については当社の自己株式の有効活用という観点から当社の自己株式を割

当て交付する形での株式交換により取得し、完全子会社化する方針です。 

 

３．本取得の概要 

 (１)株式取得の日程 

(１)株式取得承認取締役会決議日 2016 年６月 14 日 

(２)株式譲渡契約締結日 2016 年６月 14 日 

(３)株式取得完了日 2016 年６月 14 日 

  

 

       

 



(２)取得先の概要 

(１)氏名 今井 重好 

(２)住所 福岡県福岡市 

(３)上場会社と当該個人の関係 ５．(３)に記載しております。 

 

 (３)取得前後の所有株式の状況 

(１)異動前の所有株式数 980 株(議決権所有割合 80.0％) 

(２)取得株式数 123 株 

(３)異動後の所有株式数 1,103 株(議決権所有割合 90.0％) 

 

 (４)取得価格の算定根拠 

 アイ・シー・アールの株式価値については、同社株式が非上場であること及び当社連結子会社

であることを勘案したうえで、貸借対照表上の資産及び負債を基礎として時価に基づく含み損益

を反映させた純資産価格により株式価値を評価する修正簿価純資産法を算定の基礎としています。 

 

 ４．本株式交換の概要 

 (１)株式交換の日程 

(１)株式交換契約承認取締役会決議日 2016 年６月 14 日 

(２)株式交換契約締結日 2016 年６月 15 日 

(３)株式交換効力発生日 2016 年７月 15 日 

 

 (２)株式交換の方式 

 株式交換は、当社を株式交換完全親会社、アイ・シー・アールを株式交換完全子会社とする方

式です。アイ・シー・アールの株主には、本株式交換の対価として、当社が有する自己株式を割

当て交付する予定です。 

 なお、本株式交換は当社においては会社法第 796 条第３項に規定する簡易株式交換であり、ア

イ・シー・アールにおいては会社法第 784 条第１項及び第 796 条第１項に規定する略式株式交換

であるため、それぞれ株主総会の決議による承認を受けずに本株式交換を行う予定です。 

 

 (３)株式交換に係る割当ての内容 

会社名 
株式会社アイティフォー 

(株式交換完全親会社) 

株式会社アイ・シー・アール 

(株式交換完全子会社) 

株式交換に係る割当ての内容 １ 538 

株式交換により交付する株式数 

普通株式：65,636 株 

(当社は、自己株式 65,636 株を株式交換による株式の割当てに充当

いたします。) 

(注)アイ・シー・アール株式１株に対して、当社株式 538 株を割当て交付します。 

 

 (４)株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

アイ・シー・アールが発行している全ての新株予約権については、アイ・シー・アールが全て無

償で取得し、消却する予定です。 

 

 (５)本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠 

 当社の株式価値については、当社が上場企業であることを勘案し、市場株価平均方式により、

2016 年６月 13 日を算定基準日とし、基準日の東京証券取引所における当社株式終値の直近５日、

１ヵ月、３ヵ月及び６ヵ月の各取引日における終値平均値を算定の基礎としています。アイ・シ



ー・アールの株式価値については、同社株式が非上場であること及び当社連結子会社であること

を勘案したうえで、貸借対照表上の資産及び負債を基礎として時価に基づく含み損益を反映させ

た純資産価格によって株式価値を評価する修正簿価純資産法を算定の基礎としています。両社は

その算定結果を参考にして協議を行い、上記の株式交換比率を決定いたしました。 

 なお、株式交換比率算定の前提として、当社及びアイ・シー・アールが大幅な増減益になるこ

とや、資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。 

 

５．本株式交換の当事会社の概要(2016 年６月 14 日現在) 

 株式交換完全親会社 株式交換完全子会社 

(１)名 称 株式会社アイティフォー 株式会社アイ・シー・アール 

(２)所在地 東京都千代田区一番町 21 番地 名古屋市東区東桜 2-10-1  

(３)代表者の役職 

・氏名 
代表取締役社長 東川 清 代表取締役社長 今井 重好 

(４)事業内容 

ソフトウェアの開発、システム機

器関連商品の提供、情報通信ネッ

トワークの構築、運用管理、保守

サービス 

国民健康保険料収納業務受託事

業、NHK 放送受信料収納業務受

託事業、明渡業務受託事業 

(５)資本金 1,124 百万円 100 百万円 

(６)設立年月日 1972 年 12 月２日 1982 年５月 13 日 

(７)発行済株式数 29,430,000 株 1,225 株 

(８)決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(９)大株主及び持株比率 

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社(三井住友信託銀行再信託分・ブ

ラザー工業株式会社退職給付信託口)      

4.94％ 

イオンフィナンシャルサービス株式会

社  4.70％ 

アイティフォー社員持株会  4.31％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社(信託口)  4.08％ 

村上 光弘  2.91％ 

(2016 年 3 月末現在) 

株式会社アイティフォー 80.0％ 

今井 重好       20.0％ 

 (2016 年 3 月末現在) 

(10)直近事業年度の財政状況及び経営成績 

決算期 2016 年３月期(連結) 2015 年３月期(単体) 

純資産 11,750 百万円 267 百万円 

総資産 14,962 百万円 372 百万円 

１株当たり純資産 403 円 74 銭 218,279 円 51 銭 

売上高 12,154 百万円 135 百万円 

営業利益 1,540 百万円 △51 百万円 

経常利益 1,588 百万円 △33 百万円 

当期純利益 1,013 百万円 42 百万円 

１株当たり当期純利益 35 円 77 銭 34,933 円 71 銭 

(注１)当社は自己株式 683,558 株(2016 年５月末現在)を保有しています。 

(注２)アイ・シー・アールの 2015 年３月期は４カ月の変則決算となっております。 

 

 

 



６．本株式交換後の状況 

 本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期

の変更はありません。 

 

７．今後の見通し 

 アイ・シー・アールは当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社の 2017 年３月

期連結業績への影響は軽微である見込みです。 

 

 

(参考)当社連結業績予想(2016年５月２日公表)及び前期連結業績          (単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に 

帰属する 

当期純利益 

当期連結業績予想 

(2017 年 3 月期) 

13,300 1,650 1,650 1,150 

前期連結業績 

(2016 年 3 月期) 

12,154 1,540 1,588 1,013 

以  上 

 


