
2020 年 10 月１日 

各 位 

会 社 名 株式会社エス・エム・エス 

代 表 者 名  代表取締役社長 後藤 夏樹 

（コード番号：2175 東証第一部） 

問 合 せ 先  取締役経営管理本部長  杉崎 政人 

（TEL ： 03-6721-2400） 

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

 当社は、2020 年 10 月１日開催の取締役会において、2021 年１月１日を効力発生日として当社完

全子会社である株式会社エス・エム・エスキャリア（以下、「SMSC」）、株式会社ツヴァイク（以下、

「ツヴァイク」）及び株式会社ワークアンビシャス（以下、「ワークアンビシャス」）の３社を吸収

合併（以下、「本合併」）することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。なお、

本合併は完全子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示して

います。 

記

１. 合併の目的

当社は、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会

に貢献し続ける」ことをグループミッションに掲げ、介護・医療・ヘルスケア・シニアライ

フの各分野において、人材紹介等のキャリア事業、介護事業者向け経営支援プラットフォー

ム事業（カイポケ）、アジア・オセアニアにおける医薬情報サービス事業等、国内外で 40 を

超えるサービスを展開しております。 

当社は創業以来 16 期連続で増収増益を達成しておりますが、グループミッションを実現し

ていくためには、今後も既存事業を成長させるとともに、新規事業の開発・育成を推進し、

さらに業容を拡大させていく必要があります。 

この度、エス・エム・エスグループとしての事業間の連携を更に推進すると共に、経営資

源の集約による効率化、経営基盤の強化の観点から、介護・医療領域でキャリア関連事業を

手掛ける SMSC、ツヴァイク、ワークアンビシャスの３社を当社に統合し、一体運営していく

ことが最適であると判断したため、本合併を決定いたしました。 

２. 合併の要旨

（１） 合併の日程

取締役会決議日： 2020 年 10 月１日 

合併契約締結日： 2020 年 10 月１日 

合併効力発生日： 2021 年１月１日（予定） 
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財務会計基準機構



（注１） 存続会社である当社においては、会社法第 796 条第２項に定める簡易合併の規

定により、株主総会の承認を得ることなく合併を行います。 

（注２） 消滅会社である SMSC、ツヴァイク、ワークアンビシャスの３社においては、会

社法第 784 条第１項に定める略式合併の規定により、株主総会の承認を得るこ

となく合併を行います。 

 

（２） 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併であり、消滅会社である SMSC、ツヴァイク、ワークアンビ

シャスは解散します。 

 

（３） 合併に係る割当ての内容 

完全子会社との吸収合併のため、新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払

いはありません。 

 

（４） 消滅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 

該当事項はありません。 

 

３. 合併の当事会社の概要 

（１） 吸収合併存続会社（2020 年３月 31 日現在） 

① 名称 株式会社エス・エム・エス 

② 所在地 東京都港区芝公園二丁目 11 番１号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 後藤 夏樹 

④ 事業内容 人材紹介、求人情報、経営支援プラットフォーム等 

⑤ 資本金 2,246 百万円 

⑥ 設立年月日 2003 年４月４日 

⑦ 発行済株式数 87,057,600 株 

⑧ 決算期 ３月 31 日 

⑨ 大株主及び持株比率 ＭＯＲＯ合同会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

（信託口） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

アズワン株式会社 

第一生命保険株式会社 

18.06% 

 

7.97% 

7.28% 

2.76% 

2.71% 

⑩ 直前連結会計年度の財政状態及び経営成績（連結）（2020 年３月期） 

  純資産 19,398 百万円 

  総資産 50,996 百万円 



  1 株当たり純資産 220.86 円 

  売上高 35,140 百万円 

  営業利益 4,935 百万円 

  経常利益 6,355 百万円 

  親会社株主に帰属する 

当期純利益 
4,760 百万円 

  １株当たり当期純利益 54.69 円 

 

（２） 吸収合併消滅会社（2020 年３月 31 日現在） 

① 名称 株式会社エス・エム・

エスキャリア 

株式会社ツヴァイク 株式会社ワークアン

ビシャス 

② 所在地 東京都港区芝公園二

丁目 11 番１号 

神奈川県横浜市西区

北幸一丁目２番 13

号 

大阪府大阪市北区曽

根崎新地二丁目１番

23 号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

長井 利仁 

代表取締役社長 

塩﨑 雄一郎 

代表取締役社長 

塩﨑 雄一郎 

④ 事業内容 人材紹介、求人情報

等 

資格取得スクール 資格取得スクール 

⑤ 資本金 100 百万円 10 百万円 ６百万円 

⑥ 設立年月日 2015 年１月５日 2003 年７月 17 日 2009 年２月 24 日 

⑦ 発行済株式数 20,000 株 300 株 120 株 

⑧ 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

⑨ 大株主及び持株比率 株式会社エス・エム・

エス   100% 

株式会社エス・エム・

エス   100% 

株式会社エス・エム・

エス   100% 

⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績（2020 年３月期） 

  純資産 4,383 百万円 75 百万円 35 百万円 

  総資産 7,688 百万円 110 百万円 78 百万円 

  1 株当たり純資産 219,190.78 円  252,391.23 円  292,293.81 円  

  売上高 21,023 百万円 103 百万円 172 百万円 

  営業利益 4,769 百万円 76 百万円 56 百万円 

  経常利益 4,779 百万円 76 百万円 55 百万円 

  当期純利益 3,287 百万円 50 百万円 35 百万円 

  １株当たり当期純利益 164,378.30 円  168,437.48 円  296,512.23 円  

 

 

 



４. 合併後の状況 

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職、氏名、事業内容、資本金および決算期に

変更はありません。 

 

５. 今後の見通し 

本合併は当社及び当社連結子会社間で実施するものであり、当社グループ連結業績に与え

る影響は軽微です。 

以上 

 

（参考）当期連結業績予想（2020 年４月 30 日公表分）及び前期連結実績 

（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 

（2021 年３月期） 
37,436 5,028 6,459 4,785 

前期連結実績 

（2020 年３月期） 
35,140 4,935 6,355 4,760 

 


