
 
 
 

 
平成 18 年 2月 15 日 

各      位 

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号

株式会社オールアバウト

代表取締役社長兼 CEO 江幡 哲也

(コード番号：2454)

問い合わせ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 森田 恭弘

電話 03－5447－3700

 

親会社における子会社との簡易合併に関するお知らせ 

 

 当社の親会社である株式会社リクルートは、平成 18 年 2 月 15 日開催の取締役会において平成

18 年 4 月 1 日付で株式会社リクルートの 100％子会社である株式会社九州リクルート企画および

株式会社中四国リクルート企画を吸収合併することを決議いたしましたので、別添のとおりお知

らせいたします。 

 なお、本件による当社の業績に与える影響はございません。 

 

 

 別添 ： 子会社との簡易合併に関するお知らせ 

 

 

（参考） 

１．親会社の名称 株式会社リクルート 

２．本店所在地 東京都中央区銀座八丁目 4番 17 号 

３．代表者の氏名 代表取締役社長兼 CEO 柏木 斉 

４．当社との関係 議決権被所有割合 48.4％（平成 17 年 9 月 30 日 現在） 

 

 

以上  

 

 

 

 

 

 



 

平成18年2月15日 

各 位 

 

東京都中央区銀座八丁目4番１７号        

株 式 会 社 リ ク ル ー ト 
 

 

子会社との簡易合併に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成18年2月15日開催の取締役会において、平成18年4月1日付で、下記のとおり、当社の100％

子会社である株式会社九州リクルート企画、及び株式会社中四国リクルート企画を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 

昨今、就転職市場におきましては、地方主要都市エリアも含めてインターネット求人商品、ならびにフリー

ペーパーにその軸足がシフトしており、このような状況を踏まえ、九州・中四国エリアで発行していた市販

求人誌「B-ing」を休刊し、上記商品の拡販に注力してまいりました。その中にあって両社は当初の役割を終

えたと判断し、両社の機能を当社に統合いたします。この統合を機に、両エリアについては、他の地方主要

都市エリアと同様に、直販体制で主力のインターネット求人商品・フリーペーパー求人商品の販売に一層努

めてまいります。 

   

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15日 

合併契約書調印   平成18年2月15日 

合併契約書承認株主総会  当社は、商法第４１３条ノ３第１項に定める簡易合併のため、

株主総会の承認を得ずに合併をいたします。 

株式会社九州リクルート企画、ならびに株式会社中四国リクル

ート企画は、平成18年2月15日に合併契約承認の株主総会を

開催いたしております。 

合併期日   平成18年4月1日（予定） 

合併登記   平成18年4月3日（予定） 

 

（２） 合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）方式で、株式会社九州リクルート企画、ならびに株

式会社中四国リクルート企画は解散いたします。  

 

（３） 合併比率ならびに合併交付金 

 当社は、株式会社九州リクルート企画、ならびに株式会社中四国リクルート企画の全株式を所有

しており、合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払は行いません。 



  

３． 合併当事会社の概要 

（平成17年3月末現在） 

商号 株式会社リクルート 

（合併会社） 

株式会社九州リクルート

企画（被合併会社） 

株式会社中四国リクルート

企画（被合併会社） 

事業内容 人材総合サービス、および情

報誌・インターネット・携帯

端末を活用した商品とユーザ

ーとのマッチングサービス 

広告代理事業・出版事業・

以上に付帯する一切の事

業 

広告代理事業・出版事業・

以上に付帯する一切の事業 

設立年月日 昭和38年8月26日 昭和60年9月2日 平成2年5月25日 

本店所在地 東京都中央区銀座八丁目 4 番

17号 

福岡市中央区天神三丁目4

番5号 

広島県広島市南区的場町一

丁目2番21号広島第一生命

OSビルディング12階 

代表者 代表取締役社長兼CEO 柏木 斉 代表取締役 平尾 勇司 代表取締役 平尾 勇司 

資本金 3,002百万円 80百万円 70百万円

発行済株式総数 60,139,974株 1,600株 1,400株

株主資本 189,542百万円 290百万円 655百万円

総資産 500,886百万円 518百万円 1,000百万円

決算期 3月末日 3月末日 3月末日

従業員数 4,982 56 63

主要取引先 ㈱ﾘｸﾙｰﾄﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

㈱ﾘｸﾙｰﾄ HR ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

㈱電通 

㈱リクルート ㈱リクルート 

大株主及び持株比

率(平成17年3月末

現在) 

 

リクルート社員持株会 25.68% 

㈱ダイエー 8.99％ 

㈱リクルートエイブリック8.47％ 

大日本印刷㈱ 4.99％ 

東京電力㈱ 4.99％ 

凸版印刷㈱ 4.99％ 

㈱リクルートコスモス 4.32％ 

㈱リクルート 100％ ㈱リクルート 100％ 

主要取引銀行 みずほコーポレート銀行 

三井住友銀行 

三菱東京UFJ銀行 

なし なし 

資本関係 被合併会社は合併会社の100%子会社であります。 

人的関係 被合併会社の取締役各 2 名、監査役各 1 名は、合併会社

より派遣されております。 
当事会社の関係 

取引関係 被合併会社は、合併会社の商品の販売会社であります。 

 

 

 

 

 



 

最近決算期間の業績          （単位：百万円） 

 株式会社リクルート 

（合併会社） 

株式会社九州リクルート企画 

（被合併会社） 

株式会社中四国リクルート企画

（被合併会社） 

決算期 H15.3 H16.3 H17.3 H15.3 H16.3 H17.3 H15.3 H16.3 H17.3 

売上高 308,104 362,285 407,890 1,632 890 1,035 2,448 1,230 1,422

営業利益 101,150 115,381 123,913 120 219 254 196 305 471

経常利益 95,591 111,403 122,376 122 222 258 200 308 473

当期純利益 2,122 2,124 2,198 48 93 115 73 135 221

1 株当たり当期

純利益（円） 

35.34 35.32 36.55 30,102.33 58,616.24 72,074.79 52,219.03 96,546.89 158,390.45

1 株当たり配当

金（円） 

20.00 20.00 20.00 - - - - - -

1 株当たり株主

資本（円） 

2,887.92 3,094.23 3,151.97 51,007.68 109,623.93 181,698.72 212,972.66 309,519.55 467,910.00

 

４． 合併後の状況 

（１） 商号   株式会社リクルート 

（２） 主な事業内容  人材総合サービス、および情報誌・インターネット・携帯端末を活用した 

     商品とユーザーとのマッチングサービス 

（３） 本店所在地  東京都中央区銀座八丁目４番１７号 

（４） 代表者  代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 柏木 斉 

（５） 資本金  3,002百万円（合併による資本金の増加はありません。） 

（６） 総資産                 501,012百万円（126百万円） 

＊ 【注】（ ）内は合併による増加見込み分。3 社の貸借対照表（平成17

年3月末）の合算（3社単純合算－相殺項目）にて算出。 

（７） 決算期  3月末日 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 
株式会社リクルート 広報部 鎌田 勝・柿崎 隆 

TEL.03-3575-5014 FAX.03-3575-5887 
 

以上 
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