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2021年５月14日 

各 位 

会社名   岩崎通信機株式会社 

代表者名  代表取締役社長 西戸 徹 

（コード：6704、東証第一部） 

問合せ先  取締役執行役員管理本部長 佐藤 修 

（TEL．03-5370-5111） 

 

当社連結子会社との吸収分割に関するお知らせ 

 

当社は、2021年５月14日開催の当社取締役会において、2021年７月１日を期して、当社の国内

情報通信事業の一部を、当社100％出資の連結子会社である岩通ビジネスサービス株式会社（以

下、IBS社という）に吸収分割により承継させること（以下、本会社分割という）に関する吸収

分割契約書（以下、本分割契約書という）の締結を決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

なお、本会社分割は、100％子会社を対象とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を

一部省略して開示しています。 

 

１．本会社分割の目的 

国内情報通信事業の首都圏エリアの販売を強化するとともに販工一体による顧客サポート体

制の改善で顧客満足の向上を図ることを目的としております。 

 

２．本会社分割の要旨 

（１）本会社分割の日程 

取締役会決議日 2021年５月14日 

本分割契約書締結日 2021年５月14日 

効力発生日 2021年７月１日（予定） 

※本会社分割は、会社法第784条第2項に基づき、当社株主総会の決議による承認を得ず

に行う予定です。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社を吸収分割会社とし、IBS社を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。 

 

（３）本会社分割に係る割当ての内容 

   当社がIBS社の全株式を保有しており、本会社分割に際して、株式その他の金銭等の割当て

及び交付は行いません。 
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（４）本会社分割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 

該当事項はありません。 

 

（５）本会社分割により増減する資本金 

本会社分割による当社資本金の増減はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

IBS社は、効力発生日における本事業に係る資産、負債、契約その他の権利義務を、本契約

において定める範囲で承継します。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割において、効力発生日以降の当社が負担すべき債務については、その履行の見

込みに問題はないと判断しています。 

 

３．本会社分割の当事会社の概要（2021年３月31日現在） 

  分割会社 承継会社 

（１） 名称 岩崎通信機株式会社 岩通ビジネスサービス株式会社 

（２） 所在地 
東京都杉並区久我山１丁目７番
41号 

東京都杉並区久我山１丁目７番
41号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西戸 徹 代表取締役社長 堀田 一幸 

（４） 事業内容 

情報通信機器製造業、印刷・製版
機製造業、電子計測器製造業 

情報通信機器販売業、電気通信そ
の他電気に関する工事業、印刷事
業、不動産の売買・賃貸・斡旋・
管理受託、労働者派遣事業、コー
ルセンター事業、倉庫業・利用運
送事業及び倉庫・運送に関する委
託取次業務等 

（５） 資本金 6,025百万円 95百万円 

（６） 設立年月日 昭和13年８月13日 昭和48年５月14日 

（７） 発行済株式数 10,080,344株 21,000株 

（８） 決算期 ３月31日 ３月31日 

（９） 従業員数 （単体）454名 88名 

（10） 主要取引先 
東日本電信電話株式会社、西日本
電信電話株式会社 

岩崎通信機株式会社、東日本電信
電話株式会社、西日本電信電話株
式会社 

（11） 主要取引銀行 
株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信
託銀行株式会社、株式会社三井住
友銀行、株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱UFJ銀行 

（12）大株主及び持株比率 
（2021年３月31日現在） 

The Hongkong and Shanghai 
Banking Corp. Ltd. 19.03％、株
式会社日本カストディ銀行
10.73％、日本マスタートラスト
信託銀行株式会社5.68％、株式会

当社 100％ 
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社三菱UFJ銀行4.96％、日本生命
保険相互会社2.99％、明治安田生
命保険相互会社 2.99％ 

（13） 直前事業年度の財政状態および経営成績 

決 算 期 
（2021年３月期） 

（単体：日本基準） 
（2021年３月期） 

（単体：日本基準） 

純 資 産 22,300 740 

総 資 産 33,127 989 

１ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 2,247.29 35,243.33 

売 上 高 16,525 1,226 

営 業 利 益 △981 64 

経 常 利 益 △830 74 

当 期 純 利 益 5,237 48 

１株当たり当期純利益(円) 527.94 2,289.80 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 

４. 分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

   首都圏エリアにおける中小オフィス向けビジネスホン販売事業およびその附帯事業 

 

（２）分割する部門の経営成績 

決算期 2021年３月期 

売上高 740百万円 

 

（３）分割する資産、負債の項目および金額 

金額単位：百万円 

資産 負債 

項目 金額 項目 金額 

流動資産 325 流動負債 102 

固定資産 0 固定負債 40 

合計 325 合計 142 

（注）2021年３月31日現在の貸借対照表を基に算出しているため、 実際に承継される金額は上記

帳簿価額に効力発生日前日までの増減を調整したものとなります。 

 

５．本会社分割後の状況 

  分割会社 承継会社 

（１） 

名 称 岩崎通信機株式会社 

岩通ビジネスサービス株式会
社（本会社分割の効力発生日
に商号変更予定、新商号：岩
通ネットワークソリューショ
ン株式会社） 
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（２） 
所 在 地 

東京都杉並区久我山１丁目７
番41号 

東京都杉並区久我山１丁目７
番41号 

（３） 
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西戸 徹 

代表取締役社長 小野口 匡史
（予定） 

（４） 
事 業 内 容 

情報通信機器製造業、印刷・
製版機製造業、電子計測器製
造業 

情報通信機器販売業、電気通
信その他電気に関する工事業 

（５） 資 本 金 6,025百万円 95百万円 

（６） 決 算 期 ３月31日 ３月31日 

 

 

６．今後の見通し 

本会社分割は、当社及び当社100％出資の連結子会社との間で行われるため、当社の連結業績

への影響は軽微です。 

 

７．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

本会社分割は、当社グループ内の体制変更の一部として実施します。 

当社グループ内の体制変更の概要は、以下のとおりです。 

当社は、首都圏エリアにおいて中小オフィス向けビジネスホンの直接販売（リテール営業）

を担当している首都圏営業担当及び北関東営業所を2021年７月１日付で分割し、通信機器販売・

工事部門を有するIBS社がこれを承継します。同時に、IBS社は、通信機器販売・工事以外の事

業を新設分割で切り出してリテール営業を主業務とする販売会社となり、商号を「岩通ネット

ワークソリューション株式会社」に変更いたします。 

また、2021年７月１日を効力発生日とするIBS社の新設分割によって設立される新会社は施設

管理・人材派遣等を行うサービス専門会社となり、「岩通ビジネスサービス株式会社」の商号を

IBS社から受け継ぎます。なお、IBS社は新設分割により取得する「岩通ビジネスサービス株式

会社」の全株式を効力発生日に当社へ配当するため、新設「岩通ビジネスサービス株式会社」

は当社の100%子会社となります。 

 

・（参考）当期連結業績予想及び前期連結実績 

 売上高 営業利益 親会社株主に帰属

する当期純利益 

1株当たり当期純

利益 

当期連結業績予想

（2022年3月期） 
24,200百万円 200百万円 250百万円 25.19円 

前期連結実績 

（2021年3月期） 
21,706百万円 △968百万円 5,233百万円 527.52円 

 

以上 


