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連結子会社との吸収合併（簡易吸収合併）契約締結のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 10 月 1 日を効力発生日として、いずれも連結子会社であ

る富士通関西中部ネットテック株式会社（以下、KCN）、富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社（以

下、QNET）および株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ（以下、FCT。また、KCN ないし FCT を総

称し、本件各対象会社とする）を吸収合併することを決議し、本日、合併契約を KCN、QNET および FCT と

の間でそれぞれ締結いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、当社と KCN との間の合併（以下、合併①）、QNET との間の合併（以下、合併②）および FCT との

間の合併（以下、合併③。また、合併①ないし合併③を総称し、本件各合併とする）はいずれも連結子会社を

当事会社とする簡易吸収合併であるため、開示事項および開示内容を一部省略しています。 

 

１．本件各合併の目的 

  当社は、DX（Digital Transformation）ビジネスの拡大に向け、お客様への提供価値向上を実現するため、

国内グループ会社を含めたフォーメーションの最適化を推進しております。 

  今般、この取り組みの一環として、ネットワークシステムの開発を行う KCN および QNET とスーパー

コンピュータやサーバ、ストレージなどの製品への組込みシステムの開発を行う FCT を当社へ吸収合併し

ます。 

  この吸収合併により、本件各対象会社に分散する先端技術開発力を統合することで、開発機能の集約によ

る新たな体制を構築し、更なる生産性の向上を図るとともに、多様な市場ニーズへの対応力を高め、常に業

界の一歩先を行く最先端技術を維持・獲得し、お客様への提供価値向上と競争力強化を目指します。また、

既存ビジネス領域においては、長期かつ安定的な事業継続に向けた技術の継承と効率化を図り、社会課題を

解決し人々の暮らしを豊かにするためのサービスを支えるシステム開発やプラットフォーム提供を通じて、

お客様の事業安定に貢献してまいります。 

 

２．本件各合併の要旨 

（１）本件各合併の日程 

本件各合併は、簡易吸収合併の要件を満たしているため、当社の株主総会決議を経ずに行います。 

  当社取締役会決議日   ：2021 年 7 月 29 日（木）（本日） 

本件各合併契約締結日  ：2021 年 7 月 29 日（木）（本日） 

本件各合併の効力発生日 ：2021 年 10 月 1 日（金）（予定） 

 

（２）本件各合併の方式 

本件各合併は当社を存続会社とする吸収合併方式で、本件各対象会社はそれぞれ解散いたします。 

 

（３）本件各合併に係る割当ての内容 

本件各合併による新株式の発行および合併交付金の支払はありません。 

 

（４）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

本件各対象会社は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 



３．本件各合併の当事会社の概要 

 合併① 

 存続会社 消滅会社 

名称 富士通株式会社 富士通関西中部ネットテック株式

会社 

所在地 神奈川県川崎市 大阪府大阪市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 時田 隆仁 代表取締役社長 常清 裕之 

事業内容 ソフトウェア・情報処理分野・通信分

野の製品の開発・製造・販売ならびに

サービスの提供 

ネットワークシステム・コンピュー

タシステムに関する機器ならびソ

フトウェアの開発・設計およびシス

テム構築業務 

資本金 324,625 百万円 200 百万円 

設立年月日 1935 年 6 月 20 日 1983 年 4 月 21 日 

発行済株式数 207,001 千株 4 千株 

決算期 3 月 3 月 

大株主および持株比率 

（2021 年 3 月 31 日現在） 

※持株比率は自己株式を除

いて計算しております。 

株主名 持株比率 富士通株式会社の完全子会社 

日本マスタートラスト信

託銀行株式会社(信託口) 

8.45％ 

いちごトラスト・ピーテ

ィーイー・リミテッド 

7.49％ 

株式会社日本カストディ

銀行(信託口) 

5.22％ 

GIC PRIVATE 

LIMITED - C 

2.76％ 

富士通株式会社 

従業員持株会 

2.31％ 

直前事業年度の財政状態お

よび経営成績 

（2021 年 3 月 31 日現在） 

〈連結決算〉 

資本 1,546,905百万円 

総資産 3,190,206百万円 

1株当たり親会社所有者帰属持分  

  7,287.15円 

売上収益  3,589,702百万円 

営業利益  266,324百万円 

税引前利益  291,855百万円 

親会社の所有者に帰属する当期利益 

 202,700百万円 

基本的1株当たり当期利益  

 1,013.78円 

希薄化後1株当たり当期利益  

 1,012.63円 

※当社の連結決算は、国際会計基準

（IFRS）を適用しております  

〈個別決算〉 

純資産      2,085 百万円 

総資産      5,727 百万円 

1 株当たり純資産  521,408.59 円 

売上高     11,449 百万円 

営業利益     669 百万円 

経常利益     668 百万円 

当期純利益     464 百万円 

1 株当たり当期純利益 

 116,059.56 円 

 

 

合併② 

 存続会社 消滅会社 

名称 富士通株式会社 富士通九州ネットワークテクノロ



ジーズ株式会社 

所在地 

以下、略 

福岡県福岡市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 棚橋 勝彦 

事業内容 ネットワークシステムならびに関

連するコンピュータシステムのソ

フトウェア・ファームウェア・ハー

ドウェアの開発設計およびシステ

ム構築業務 

資本金 100 百万円 

設立年月日 2005 年 6 月 20 日 

発行済株式数 4 千株 

決算期 3 月 

大株主および持株比率 富士通株式会社の完全子会社 

直前事業年度の財政状態お

よび経営成績 

〈個別決算〉 

純資産       1,813 百万円 

総資産       5,315 百万円 

1 株当たり純資産  453,333.42円 

売上高       13,688 百万円 

営業利益        548 百万円 

経常利益        548 百万円 

当期純利益       354 百万円 

1 株当たり当期純利益 

88,729.19 円 

 

合併③ 

 存続会社 消滅会社 

名称 富士通株式会社 株式会社富士通コンピュータテク

ノロジーズ 

所在地 

以下、略 

神奈川県川崎市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 福田 真 

事業内容 組込み OS・ソフトウェア・ファー

ムウェア・ハードウェアならびに検

証・診断・開発環境ツールなど組込

みシステム全般にわたる開発およ

びサービスの提供 

資本金 200 百万円 

設立年月日 1983 年 4 月 9 日 

発行済株式数 4 千株 

決算期 3 月 

大株主および持株比率 富士通株式会社の完全子会社 

直前事業年度の財政状態お

よび経営成績 

〈個別決算〉 

純資産       564 百万円 

総資産       2,012 百万円 

1 株当たり純資産  141,175.76円 

売上高       5,366 百万円 

営業利益        408 百万円 



経常利益        404 百万円 

当期純利益       314 百万円 

1 株当たり当期純利益 

78,527.12 円 

 

４．本件各合併後の状況 

  本件各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 

  本件各合併による連結業績への影響は軽微です。 

 

以 上 


