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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、本日開催の取締役会において、当社の99.9％連結子会社である株式会社IIJエクスレイヤ（以
下、「IIJエクスレイヤ」といいます。非上場。）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせします。
なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開
示しております。
記
１．合併の目的
IIJ エクスレイヤは国内にて海外システムインテグレーション(SI)事業子会社の株式を保有し統括す
る事業を行っておりますが、グループ経営の効率化、一元管理の観点から同社を吸収合併することとい
たしました。あわせて、当社の米国子会社 IIJ America Inc. (米国でネットワークサービス等を提供) が
米国事業強化を目的として、IIJ エクスレイヤの米国子会社である IIJ Exlayer USA LLC. (米国でシス
テムインテグレーション等を提供) を吸収合併することを決議しております。
２．合併の要旨
（1） 日程
平成 25 年 11 月７日
合併決議取締役会
平成 25 年 11 月７日
合併契約締結
平成 26 年１月１日（予定） 合併予定日（効力発生日）
※

当社は会社法第 796 条第３項（簡易合併）の規定により、IIJ エクスレイヤは会社法第 784 条第１項（略式合併）の規
定により、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく、本合併を行うものです。

（2） 合併方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、IIJ エクスレイヤは効力発生日をもって解散する予定です。
（3） 合併に係る割当ての内容

本合併に係る割当ての内容

インターネットイニシアティブ
（吸収合併存続会社）
普通株式 1

IIJ エクスレイヤ
（吸収合併消滅会社）
普通株式 26

(注)１．株式の割当比率
IIJ エクスレイヤの普通株式１株に対して、当社の普通株式 26 株を割当交付します。ただし、本
合併の効力発生直前時に当社が保有する IIJ エクスレイヤ株式（平成 25 年 11 月７日現在、3,996 株）
については、本合併による株式の割当てはいたしません。
２．合併により発行する新株式数等
本合併により割当てる当社の普通株式総数は 104 株であり、当社が保有する自己株式をもって割当
てを行うため、新規に発行する株式はございません。

-1-

３．単元未満株式の取扱い
本合併により、当社の普通株式について単元未満株式（100 株未満の株式）を所有することとなる
株主の皆様は、取引所市場において単元未満株式を売却することができません。当社の単元未満株式
を所有することとなる株主の皆様においては、以下の制度をご利用いただくことができます。
① 単元未満株式の買増制度（100 株への買増し）
単元未満株式を保有する株主の皆様が、その保有する単元未満株式の数と併せて１単元となる数
の株式を当社から買い増すことができる制度です。
② 単元未満株式の買取制度（単元未満株式の売却）
当社の単元未満株式を保有する株主の皆様が、その保有する単元未満株式を当社に対して買い取
ることを請求することができる制度です。
（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
該当事項はありません。
３．合併に係る割当ての内容の算定の考え方
合併比率算定の基礎として、当社については、当社株式が東京証券取引所に上場されており、株価形
成に関して特段の異常性が認められないことから市場株価法（平成 25 年 10 月 31 日から当日を含み遡
る 30 連続営業日の東京証券取引所市場第１部における当社株価終値の平均により算定）により、IIJ
エクスレイヤについては、同社が非上場会社であることから直近の取引事例および修正簿価純資産法を
併用することにより分析しました。以上の方法による算定結果等を総合的に勘案の上、合併比率を算定
し、上記のとおり決定いたしました。
４．合併当事会社の概要
株式会社インターネットイニシアティブ
（吸収合併存続会社）

株式会社 IIJ エクスレイヤ
（吸収合併消滅会社）

（2） 本店所在地

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地

（3） 代表者の役職・氏名

代表取締役会長
代表取締役社長

代表取締役社長

（4） 事業内容

インターネット接続およびアウトソーシン
グサービスの提供、システムインテグレーシ
ョンの提供並びに機器販売等

海外システムインテグレーション(SI)事業
子会社を持株会社として統括

（5） 資本金

22,958 百万円(平成 25 年９月 30 日現在)

10 百万円(平成 25 年９月 30 日現在)

（6） 設立年月日

平成４年 12 月３日

平成 21 年 10 月１日

（1） 商号

鈴木 幸一
勝 栄二郎

坂田 憲治

（7） 発行済株式数

46,697,800 株(平成 25 年９月 30 日現在)

4,000 株(平成 25 年９月 30 日現在)

（8） 決算期

３月 31 日

12 月 31 日

（9） 従業員数

1,555 人(平成 25 年９月 30 日現在)

２人(平成 25 年９月 30 日現在)

（10）大株主および持株比率

日本電信電話株式会社
21.62％
GOLDMAN, SACHS & CO. REG
4.56％
伊藤忠商事株式会社
4.47％
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
株式会社
4.37％
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)
3.95％
鈴木 幸一
3.86％

株式会社インターネットイニシアティブ
99.9％

（11）直前事業年度の財政状態
および経営成績

2013 年３月期(連結)

2012 年 12 月期(単体)

純資産

37,607 百万円

総資産

82,111 百万円

1 株当たり純資産
売上高

927 円 72 銭
106,248 百万円

83 百万円
134 百万円
20,856 円 44 銭
88 百万円

営業利益

7,753 百万円

税引前当期純利益

7,757 百万円

△6 百万円

当期純利益

5,301 百万円

△6 百万円

1 株当たり当期純利益

130 円 76 銭
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0.4 百万円

△1,485 円 46 銭

（注）１． (10)大株主および持株比率は平成 25 年９月 30 日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
２． 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係る株式数であります。
３. 鈴木幸一が 100％所有する株式会社 KS Holdings は、当社株式に係る同氏の共同保有者であり、同社は当社株式 810,000
株(発行済株式数に対する所有株式数の割合:1.73％)を所有しております。
４. 当社は平成 25 年７月 18 日を払込日とする公募による新株式発行および平成 25 年８月５日を払込日とするオーバーア
ロットメントによる当社株式の売出しに関連して行う第三者割当による新株式発行を行いました。この結果、当社の
連結純資産および発行済株式数は 17,239 百万円および 5,400 千株にそれぞれ増加しておりますが、上記(11)直前事業
年度の財政状態および経営成績には反映されておりません。

５．合併後の当時会社の状況
本合併による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更
はありません。
６．今後の見通し
本合併が当期以降の業績に与える影響は軽微であります。

以

（参考）当期連結業績予想（平成25年５月15日公表分）及び前期連結実績
税引前
営業収益
営業利益
当期純利益
当期業績予想
117,000
9,400
9,000
（平成26年３月期）
前期実績
106,248
7,753
5,976
（平成25年３月期）
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上

（単位：百万円）
当社株主に帰属
する当期純利益
6,000
3,641

