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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29年11月９日開催の取締役会において、平成29年12年22日を合併効力発生日として、当社
の完全子会社であるアプリックス出版ホールディングス株式会社（以下「出版ホールディングス」）を吸
収合併（以下「本吸収合併」）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、本吸収合併は完全子会社を対象とする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
I.

完全子会社の吸収合併について

１． 合併の目的
当社では、平成 28 年９月 23 日付「子会社３社の共同株式移転による中間持株会社設立に関するお知らせ」
で開示したとおり、中核事業である IoT ソリューション事業への注力を推し進めるため非中核事業である出
版事業の切り離しを検討してまいりました。当該検討を進める中で、中間持株会社として出版ホールディン

グスを設立し、出版事業に属する子会社３社すべてをその傘下に集約したことで速やかな事業再編の実
施が可能となり、その結果、平成 29 年２月 23 日付「連結子会社（孫会社）の異動（株式譲渡）及び特
別損失の計上に関するお知らせ」で開示したとおり、平成 29 年３月 31 日付で当該出版事業子会社３社
すべての株式譲渡を実施するに至りました。
今般、当社は、当初の目的である出版事業の切り離しが完了したことから、出版ホールディングスの
存続の必要性を検討した結果、親会社である当社が吸収合併し、出版ホールディングスについては解散
することといたしました。
２． 合併の要旨
（１） 合併の日程
・合併契約取締役会決議日（当社）

平成 29 年 11 月９日

・合併契約取締役決定日

平成 29 年 11 月９日

（アプリックス出版ホールディングス株式会社）
・合併契約締結日

平成 29 年 11 月９日

・合併予定日（効力発生日）

平成 29 年 12 月 22 日（予定）

※本吸収合併は、当社においては会社法第 796 条第２項に基づく簡易合併であり、アプリックス出版ホー
ルディングス株式会社においては会社法第 784 条第１項に基づく略式合併であるため、両社いずれにおい
ても合併契約承認のための株主総会は開催いたしません。
（２） 合併の方式
当社を吸収合併存続会社、アプリックス出版ホールディングスを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式
であり、アプリックス出版ホールディングス株式会社は解散いたします。

ご注意：本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

（３） 合併に係る割当ての内容
当社はアプリックス出版ホールディングス株式会社の発行済株式のすべてを所有しているため、本合併
による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． 合併当事会社の概要
存続会社
（１）商号
（２）設立年月日
（３）本店所在地
（４）代表者の
役職・氏名

消滅会社

株式会社アプリックス
昭和 61 年２月 22 日

アプリックス出版ホールディングス株式会社
平成 28 年 10 月３日

東京都新宿区西早稲田二丁目 20 番９号

東京都新宿区西早稲田二丁目 20 番９号
代表取締役 長橋 賢吾

代表取締役 兼 取締役社長 長橋 賢吾

（５）事業内容

テクノロジー事業
出版事業

出版事業

（６）資本金

1,861 百万円（平成 29 年６月 30 日現在）

10 百万円

（７）発行済株式総数

14,353,930 株

403,152 株

（８）決算期

12 月 31 日

12 月 31 日
株式会社アプリックス
100％
（平成 28 年 12 月 31 日現在）

（９）大株主及び
持株比率

郡山 龍
3.46％
カブドットコム証券株式会社
3.03％
チャールズ レーシー
1.37％
ＳＭＢＣフレンド証券株式会
1.36％
ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮ
0.96％
ＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮ
ＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳ
ＨＰＢ）
（常任代理人野村證券株式会社）
（平成 29 年６月 30 日現在）

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績
決算期
平成 28 年 12 月期（連結）

平成 29 年 12 月期第２四半期（個別）※

純資産

1,760 百万円

399 百万円

総資産

2,362 百万円

400 百万円

売上高

1,526 百万円

-

営業利益

△929 百万円

０百万円

経常利益

△929 百万円

０百万円

当期純利益

△985 百万円

△343 百万円

△72.21 円

△343,109.29 円

-

-

１株当たり当期純利益
１株当たり配当金

１株当たり純資産
122.21 円
399,559.30 円
※上記につきましては、別段の記載ない限り平成 28 年 12 月 31 日現在の情報です。
※消滅会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績については、当第１四半期において子会社３社の株式譲
渡を実施したため、当第２四半期における財政状態及び経営成績を記載しております。
４． 合併後の状況
本吸収合併後、当社の名称、所在地、代表の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありませ
ん。

ご注意：本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

５． 今後の見通し
本合併は、完全子会社との合併であるため、当社グループの連結業績に与える影響はありません。

以上
（参考）当期連結業績予想及び前期連結実績
（単位：百万円）
連結売上高

連結営業利益

当期連結業績予想※
（平成 29 年 12 月期）

602

△390

前期連結実績
（平成 28 年 12 月期）

1,526

△929

連結経常利益

親会社株主に帰属
する当期純利益

－

－
△929

△985

※平成 29 年 12 月期連結業績予想の内容につきましては、本日平成 29 年 11 月９日に開示いたしました「平
成 29 年 12 月期通期連結業績予想の修正並びに営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上に関するお知ら
せに関するお知らせ」をご参照ください。
※IoT 関連事業の海外における売上高の増加が見込まれる中、為替差損益を合理的に予測することは容易で
はない等の理由により、平成 29 年 12 月期の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益につきましては
開示を控えさせていただいております。

ご注意：本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

