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連結子会社（孫会社）の異動に関するお知らせ
当社の連結子会社であるＮＤＩソリューションズ株式会社は、本日開催の取締役会において、連
結子会社（当社孫会社）である株式会社グロスディーと株式会社イグアスとの統合について決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
本統合は株式会社イグアスを吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、吸収合併により株式会社
グロスディーは消滅することとなりますので、当社の連結対象外となります。
なお、吸収合併実施は平成 30 年 4 月 1 日を予定しております。
記
１．合併の理由
株式会社グロスディーは、IBM 製品販売を中心としたパートナー企業様向けの付加価値ディ
ストリビューター（VAD：Value Added Distributor ）などの事業を行っておりますが、今般
同様事業を営み IT のハードウェア、ソフトウェア、ソリューションの提供を主たる事業とす
る株式会社イグアスと合併することで合意いたしました。
この合併により市場でのプレゼンスが高まるとともに、規模の経済により、一層多彩で広範
な製品の取り扱いが可能となり、より多くのパートナー企業様の生産性向上に寄与していく、
付加価値型ディストリビューション機能のさらなる拡大が期待されます。
また、当社グループにつきましては、合併後の株式会社イグアスのディストリビューション
機能を引き続き活用しビジネスの拡大を図るため、当社は株式会社イグアスの第三者割当増資
を引き受け（増資後の持株比率 4.8%）
、今後のビジネスの協業関係の強化を図っていく予定で
す。
２．本合併の概要
① 日程
（１）取締役会決議日

平成 29 年 11 月 27 日
（ＮＤＩソリューションズ株式会社）

（２）統合契約締結日

平成 29 年 11 月 27 日
（ＮＤＩソリューションズ株式会社）

（３）吸収合併契約締結日

平成 29 年 12 月（予定）

（４）実施予定日（効力発生日） 平成 30 年 4 月 1 日（予定）

② 合併の方法
株式会社イグアスを吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、株式会社グロスディーは吸収
合併消滅会社とし、金銭を対価とする吸収合併です。
③ 合併にかかる割当の内容
株式会社グロスディーの普通株式 1 株につき金 500 円の割合をもって金銭を割当交付する。
④当該合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い
該当事項はありません。
３．子会社の概要
（１）名称

ＮＤＩソリューションズ株式会社

（２）所在地

東京都品川区北品川五丁目 9 番 11 号

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役 岩井 淳文

（４）事業内容

システムソリューションの提案・構築

（５）資本金

400 百万円

４．合併当事者の概要
（存続会社）
（１）名称

株式会社 イグアス

（２）所在地

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地ソリッドスクエア

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 矢花 達也

（４）事業内容

ビジネスパートナー様向けの最新のシステム製品等のディストリビ
ューション事業、ＩＴサプライ及びオフィス・サプライ事業、３Ｄ
プリンター関連事業等

（５）資本金

480 百万円

（６）設立年月日

平成 17 年 11 月 22 日

（７）大株主及び持株比率

MCP4 投資事業有限責任組合

84.3%

イグアス役員及び経営幹部等

5.7%

ＪＢＣＣﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社

5.0%

株式会社テラスカイ

5.0%

（2017.10.1 現在）

（８）上場会社と当該会社

資本関係

該当事項はありません。

との関係

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期

平成 27 年 3 月期

平成 28 年 3 月期

平成 29 年 3 月期

純資産

1,917 百万円

1,964 百万円

1,895 百万円

総資産

12,002 百万円

10,579 百万円

9,632 百万円

45,477 百万円

40,217 百万円

38,725 百万円

営業利益

312 百万円

119 百万円

△64 百万円

経常利益

283 百万円

115 百万円

△87 百万円

当期純利益

159 百万円

47 百万円

△70 百万円

79,957 円

23,819 円

△35,204 円

－円

－円

－円

売上高

1 株当たり当期純利益
1 株当たり配当金

（消滅会社）
（１）名称

株式会社 グロスディー

（２）所在地

東京都品川区北品川五丁目 9 番 11 号

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役 森田 真也

（４）事業内容

情報機器卸販売

（５）資本金

80 百万円

（６）設立年月日

平成 25 年 8 月 30 日

（７）大株主及び持株比率

ＮＤＩソリューションズ株式会社 95.0％

（2017.11.27 現在） 東京日産コンピュータシステム株式会社 5.0％
（８）上場会社と当該会社

資本関係

当社の 100％子会社であるＮＤＩソリューシ
ョンズ株式会社が当該会社の株式の 95.0％

との関係

を保有しております。
人的関係

当社は、当該会社に取締役 2 名を派遣してお
ります。

取引関係

当社と当該会社との間には、記載すべき取引
関係はありません。

５．消滅会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績
株式会社 グロスディー
決算期

平成 29 年 3 月期

純資産

50 百万円

総資産

2,273 百万円

売上高

9,242 百万円

６．合併後の状況
本吸収合併後、吸収合併存続会社である株式会社イグアスの名称、所在地、代表者の役職、
氏名、事業内容、決算期に変更はありません。
７．今後の見通し
本合併による平成 30 年 3 月期の当社の当期連結業績に与える影響は軽微であります。
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