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連結子会社の吸収合併に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、平成 18年 4月 1日を期して、下記のとおり当社の

100%出資先である株式会社ＮＳＤ名古屋システムズ、株式会社ＮＳＤ姫路システムズ、お

よび株式会社ＮＳＤ大分システムズを簡易合併の手続きにより吸収合併することを決議い

たしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．合併の目的 

当社グループの事業の中核であるソフトウェア開発事業を集約し、再編することに

より当該事業の総合力を高めること、および経営資源の一元化による効率的な事業推

進を目的として、当社は 100%出資子会社である上記 3 社を吸収合併することといたし

ました。 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

合併契約書承認取締役会 平成 18年 2月 10日 

合併契約書調印 平成 18年 2月 10日 

合併契約書承認株主総会  

株式会社日本システムディベロップメント 商法第 413条ノ 3の規定により 

開催いたしません 

株式会社ＮＳＤ名古屋システムズ  平成 18年 2月 13日 

株式会社ＮＳＤ姫路システムズ 平成 18年 2月 13日 

株式会社ＮＳＤ大分システムズ 平成 18年 2月 13日 

合併期日  平成 18年 4月 1日 

合併登記 平成 18年 4月上旬 

  （２）合併方式 

株式会社日本システムディベロップメントを存続会社とする吸収合併方式で、

上記子会社 3社は解散いたします。 

（３）合併比率および合併交付金 

     上記子会社 3 社は、いずれも当社の 100%子会社であるため、合併による新株式

の発行および資本金の増加並びに合併交付金の支払はありません。       

 

会社名  株式会社日本システムディベロップメント

代表者名  代表取締役社長 小岸 勲 

（コード番号 9759  東証・大証 第一部） 

問合せ先  広報室長 山本 健二 

電話番号  03-3342-1250 
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3.合併当事者の概要

(1) 商号 株式会社ＮＳＤ名古屋システムズ

(2) 主な事業内容 ソフトウエア開発 ソフトウェア開発

コンピュータ室運営管理

ソフトウエアプロダクト

(3) 設立年月日 昭和44年4月8日 平成元年7月1日

(4) 本店所在地 大阪市中央区高麗橋3－3－7 名古屋市中村区名駅南2-13-18

(5) 代表者 代表取締役社長 小岸 勲 代表取締役社長 冲中 一郎

(6) 資本金 7,205,864千円 10,000千円

(7) 発行済株式総数 25,586,080株 200株

(8) 株主資本 34,498,984千円 59,460千円 （平成17年3月末現在）

(9) 総資産 40,685,377千円 228,811千円 （平成17年3月末現在）

(10) 決算期 3月31日 3月31日

(11) 従業員数 2,475人 34人

(12) 主要取引先 （株）日立製作所 新日鉄ソリューションズ(株）

（株）UFJ日立システムズ

第一生命情報システム(株）

エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株）

(13) 大株主及び持株比率 大同生命保険(株） 6.96% (株）日本システムディベロップメント

    6.02% 100.00%

アイ・ピー・シー(株） 5.66%

野村信託銀行(株） 4.67%

ｼﾞｪｰﾋﾟｰﾓﾙｶﾞﾝﾁｪｰｽｼｰｱｰﾙｲｰｴﾌ
4.44%

大東和子 4.03%

(14) 主要取引銀行 (株）ＵＦＪ銀行 (株）三井住友銀行

(株）東京三菱銀行

(株）みずほコーポレート銀行

ＵＦＪ信託銀行(株）

(株）池田銀行

(株）泉州銀行

(15) 当事会社の関係

資本関係 当社の100%出資子会社

人的関係

取引関係 なし

（16）最近３年間の業績

平成15年 平成17年 平成15年 平成17年
3月期 3月期 3月期 3月期

売 上 高 32,567,102 30,559,379 579,349 503,461

営 業 利 益 5,035,412 4,385,932 1,203 23,564

経 常 利 益 5,106,539 4,533,520 1,054 22,080

当 期 純 利 益 2,436,398 2,200,100 △4,499 13,617

１株当り当期純利益 92.85 86.36 △22,497.16 68,083.37

１株当り配当金 18.00 25.00 5,000.00 0.00

１株当り株主資本 1,160.04 1,361.26 214,675.62 297,302.33

3月期

6,400

3,909

株式会社日本システムディベロップメント

当社の取締役1名が、代表取締役を兼任
当社の従業員3名が、取締役(2名)と監査役
(1名)を兼任

229,218.96

平成16年

540,498

5,802

19,543.34

〔合併会社〕 〔被合併会社〕
(平成17年9月末現在） (平成17年12月末現在）

決 算 期
平成16年

30,912,434

4,138,589

130.61

1,288.04

3月期

0.00

（円）

（円）

（円）

22.00

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株）

   ｼﾞｬｽﾃﾞｯｸﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱｶｳﾝﾄ

（千円）

（千円）

（千円）

（千円）

4,042,082

3,342,996
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(1) 商号 株式会社ＮＳＤ姫路システムズ 株式会社ＮＳＤ大分システムズ

(2) 主な事業内容 ソフトウェア開発 ソフトウェア開発

(3) 設立年月日 平成3年4月1日 平成元年12月1日

(4) 本店所在地 姫路市広畑区正門通4－9－6 大分市東春日町17－19

(5) 代表者 代表取締役社長 冲中 一郎 代表取締役社長 冲中 一郎

(6) 資本金 20,000千円 20,000千円

(7) 発行済株式総数 400株 400株

(8) 株主資本 49,798千円 （平成17年3月末現在） 112,994千円 （平成17年3月末現在）

(9) 総資産 117,627千円 （平成17年3月末現在） 329,263千円 （平成17年3月末現在）

(10) 決算期 3月31日 3月31日

(11) 従業員数 20人 98人

(12) 主要取引先 新日鉄ソリューションズ(株） 新日鉄ソリューションズ(株）

(株）エヌエスソリューションズ関西 NECネクサソリューションズ㈱

西日本電線㈱

九州東芝エンジニアリング㈱

(13) 大株主及び持株比率 (株）日本システムディベロップメント (株）日本システムディベロップメント

    100.00% 100.00%

(14) 主要取引銀行 (株）三井住友銀行 (株）大分銀行

(株）三井住友銀行

(15) 当事会社の関係

資本関係 当社の100%出資子会社 当社の100%出資子会社

人的関係

取引関係 なし なし

（16）最近３年間の業績

平成15年 平成17年 平成15年 平成17年
3月期 3月期 3月期 3月期

売 上 高 340,213 319,282 623,545 642,857
営 業 利 益 △3,411 9,805 △7,742 17,177
経 常 利 益 △3,258 9,644 1,320 16,209
当 期 純 利 益 △5,915 6,329 3,985 10,187
１株当り当期純利益 △14,787.58 15,822.75 9,964.97 25,468.91
１株当り配当金 2,500.00 0.00 5,000.00 0.00

１株当り株主資本 90,928.51 124,496.38 237,440.92 282,487.46

４．合併後の状況

（1）商号  株式会社日本システムディベロップメント

（2）事業内容  ソフトウエア開発、コンピュータ室運営管理、ソフトウエアプロダクト

（3）本店所在地  大阪市中央区高麗橋 ３－３－７

（4）代表者  代表取締役社長 小岸 勲

（5）資本金  ７，２０５百万円

（6）総資産  ３２５百万円程度増加の見込みであります。

（7）決算期  ３月３１日

（8）決算に与える  被合併会社は３社とも、当社の１００％出資による連結対象子会社であり

     影響  連結業績に与える影響はありません。

以 上

(平成17年12月末現在）(平成17年12月末現在）

〔被合併会社〕

決 算 期
平成16年
3月期

20,245.12

108,673.63

6,651

8,098

0.00

7,130

当社の取締役1名が、代表取締役を兼任
当社の従業員2名が、取締役（1名）と監査
役（1名）を兼任

当社の取締役1名が、代表取締役を兼任
当社の従業員2名が、取締役（1名）と監査
役（1名）を兼任

（円）

〔被合併会社〕

（千円）

（千円）

（千円）

平成16年
3月期
650,068

14,707

354,777

24,577.64

257,018.55

14,754

9,831

0.00

（千円）

（円）

（円）
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