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平成 18 年 1 月 25 日 
各  位 
 会 社 名   株 式 会 社 メ ッ ツ 

 代表者名   代表取締役社長 藤原 正也 
（コード番号 4744 東証マザーズ） 

            問合せ先  取締役業務管理部長 山口 晃司  
（連絡先 03-5771-4186） 

http://www.metscorp.co.jp/ 

 

子会社との簡易合併に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 18 年 1 月 25 日開催の当社取締役会において、平成 18 年４月１日を期日として、当社

100％出資の子会社である株式会社アロンエステート（以下「アロンエステート」）と合併することを

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 

アロンエステートは、当社セキュリティシステムを導入した不動産物件の賃貸・管理、売買等を

行っている当社の 100％出資子会社でありますが、当社のセキュリティシステムと不動産関連事業

は非常に親和性が高く、当社と経営統合することで企画・営業力が集約・強化され、経営効率化に

より更なる収益性の向上が図れることから、当社が吸収合併することといたしました。 

 

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 1 月 25 日 

    合併契約書調印   平成 18 年 1 月 25 日 

    合併契約書承認株主総会 当社は、商法 413 条ノ３第１項（簡易合併）の規定によ

り株主総会の承認を得ずに合併いたします。 

アロンエステートは平成 18 年 2 月 17 日に合併承認株主

総会を行う予定です。 

    合併期日   平成 18 年４月１日（予定） 

    合併登記   平成 18 年４月１日（予定） 

 

（２）合併方式 

    株式会社メッツ（以下「メッツ」）を存続会社とし、アロンエステートは解散いたします。 

 

（３）合併比率 

    新たに株式を発行しない方法によるため、該当事項はありません。 

 

（４）合併交付金 

    合併交付金の支払いはありません。 
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３．合併当事会社の概要 

（１）商号 株式会社メッツ 

（合併会社） 

株式会社アロンエステート 

（被合併会社） 

（２）主たる事業内容 セキュリティシステム、ソフトウ

ェアの開発及び販売 

不動産の賃貸、売買及び管理 

（３）設立年月日 昭和 63 年７月 平成 14 年７月 

（４）本店所在地 東京都港区西麻布一丁目２番24号 東京都港区西麻布一丁目２番 24 号

（５）代表者 代表取締役社長 藤原 正也 代表取締役社長 天笠 勝 

（６）資本金 2,346,750 千円 56,700 千円 

（７）発行済株式総数 243,900 株 22,567 株 

（８）株主資本 

（平成 17 年 12 月末）

5,790,973 千円 143,901 千円 

（９）総資産 

（平成 17 年 12 月末）

5,815,902 千円 4,007,402 千円 

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）従業員数 

（平成 17 年 12 月末）

９名 １名 

（12）主要取引先 三洋電機クレジット株式会社 

ファインスクウェア株式会社 

株式会社アロンエステート 

一般顧客 

株式会社フジオフードシステム 

株式会社コム・デ・ギャルソン 

株式会社大央 

株式会社福住 

（13）大株主及び持株比率 

（平成 17 年９月末）

永田典久 57.90％ 

有限会社自在屋 6.47％ 

株式会社メッツ    100.00％ 

（14）主要取引銀行 株式会社三井住友銀行 

 

株式会社三井住友銀行 

株式会社福岡銀行 

（15）当事会社の関係 資本関係 合併会社は被合併会社の全株式を所有している。 

 人的関係 合併会社役員 2名が被合併会社役員を兼務している。 

 取引関係 合併会社は被合併会社よりＡＳＰセキュリティサーバの

運営及び保守業務を受託している。 
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（16）最近３決算期間の業績 

 メッツ（存続会社） アロンエステート（被合併会社） 

決算期 15 年３月期 16 年３月期 17 年３月期 15 年３月期 16 年３月期 17 年３月期

営業収益（千円） 268,154 223,209 245,919 43,687 218,255 469,098

営業利益（千円） △25,713 20,468 △40,993 13,262 37,322 117,148

経常利益（千円） 3,186 96,151 106,347 863 3,820 6,035

当期利益（千円） △16,144 21,977 △552,726 289 2,197 2,379

１株当たり当期利益（円） △992.92 1,351.61 △2,266.20 144.91 1,098.51 927.03

１株当たり配当金（円） ― 2,850 990 ― ― ―

１株当たり株主資本（円） 381,461.41 382,813.02 22,904.67 50,144.91 51,243.42 51,895.80

  （注）アロンエステートの平成 15 年３月期は、平成 14 年７月 15 日から平成 15 年３月 31 日まで

を事業年度としております。 

 

４．合併後の状況 

   合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期は変更ありません。 

 

５．業績への影響 

   平成 18 年 3 月期の業績に対する影響はありません。平成 19 年 3 月期に関する業績見通しにつ

いては、平成 18 年 4 月に見込んでおります平成 18 年 3 月期の決算発表時に発表する予定です。 


