
 

平成 31 年 2 月 20 日 

各  位 

会 社 名  アプライド株式会社 

代表者名  代表取締役 岡 義治 

（コード番号 3020） 

問合せ先 常務取締役 甫木 眞也 

（TEＬ 092－481－7801） 

 

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、本日開催の取締役会において、平成 31 年３月 26 日を合併期日として、当社の連結子会社であ

るアプリケイツ株式会社、株式会社フィールテック及び株式会社コムロードの３社を当社に吸収合併する

ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本吸収合併は、当社の完全子会

社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。 

 

1. 合併の目的 

  当社グループにおける子会社の事業領域を統合し当社グループにおける業務の効率化を図るものであり

ます。 

 

2. 合併の要旨 

(1) 合併の日程 

合併決議取締役会     平成 31 年２月 20 日 

合併契約締結       平成 31 年２月 20 日 

合併予定日（効力発生日） 平成 31 年３月 26 日（予定） 

※本合併は、当社においては、会社法第 796 条第２項に基づく簡易合併、アプリケイツ株式会社、

株式会社フィールテック及び株式会社コムロードの３社においては、会社法 784 条第１項に基づ

く略式合併に該当するため、それぞれの合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うも

のです。 

(2) 合併の方式 

当社を存続会社、アプリケイツ株式会社、株式会社フィールテック及び株式会社コムロードの３

社を消滅会社とする吸収合併方式といたします。 

(3) 合併に係る割当ての内容 

上記消滅会社３社は当社の 100%出資の連結子会社であることから、本合併に際して株式その他の

金銭等の割当てはありません。 



(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. 合併会社の概要 

 存続会社 消滅会社① 

(1)商号 アプライド株式会社 アプリケイツ株式会社 

(2)事業内容 
パソコン及び関連商品の仕入販売及

び輸入販売 
ソフトウエアの受託開発 

(3)設立年月日 昭和 57 年９月 20 日 平成 18 年 10 月 23 日 

(4)本店所在地 福岡市博多区東比恵三丁目３番１号 福岡市博多区東比恵三丁目３番１号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役 岡 義治 代表取締役 岡 義治 

(6)資本金 381 百万円 30 百万円 

(7)発行済株式数 2,703,200 株 600 株 

(8)決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(9)大株主及び持株比率 

株式会社パム 48.95％ 

アプライド従業員持株会 5.45％ 

岡 義治 3.14％ 

岡 美和子 3.14％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社 2.73％ 

株式会社西日本シティ銀行 2.64％ 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社 1.47％ 

若杉精三郎 1.03％ 

楽天証券株式会社 0.96％ 

坂井雅実 0.93％ 

（平成 30 年９月 30 日現在） 

アプライド株式会社 100％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 30 年 3月期(連結) 平成 30 年 3月期（単体） 

純資産 4,992 百万円 0 百万円 

総資産 15,025 百万円 9 百万円 

１株当たり純資産 1,937.00 円 341.46 円 

売上高 30,797 百万円 43 百万円 

営業利益 1,169 百万円 1 百万円 

経常利益 1,165 百万円 1 百万円 

当期純利益 838 百万円 1 百万円 

１株当たり当期純利益 330.42 円 2,409.52 円 



 

 消滅会社② 消滅会社③ 

(1)商号 株式会社フィールテック 株式会社コムロード 

(2)事業内容 
プライベートブランド製品の製造・

修理 
ゲーム販売 

(3)設立年月日 平成 19 年 10 月 17 日 平成２年４月４日 

(4)本店所在地 福岡市博多区東比恵三丁目３番１号 
名古屋市西区上名古屋三丁目 25 番

28 号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役 岡 義治 代表取締役 岡 義治 

(6)資本金 30 百万円 100 百万円 

(7)発行済株式数 600 株 7,200 株 

(8)決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(9)大株主及び持株比率 アプライド株式会社 100％ アプライド株式会社 100％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 30 年 3月期(単体) 平成 30 年 3月期（単体） 

純資産 159 百万円 692 百万円 

総資産 165 百万円 1,028 百万円 

１株当たり純資産 265,322.47 96,249.52 円 

売上高 101 百万円 854 百万円 

営業利益 △32 百万円 △46 百万円 

経常利益 △31 百万円 △45 百万円 

当期純利益 △24 百万円 △47 百万円 

１株当たり当期純利益 △40,948.04 △6,665.77 円 

 

4. 合併後の当社の状況 

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期に変更

はありません。 

 

5. 業績に与える影響 

     上記消滅会社は当社の完全子会社であります。なお、本合併が当社の連結業績に与える影響は現在精

査中であります。 

以 上 


