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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２日開催の取締役会において、平成 18 年３月 27 日を期日として、下記のとおり、

当社の全額出資子会社である株式会社プラクト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．合併の趣旨 

 当社グループは、主にパチンコホールを対象とした、折込広告、マスメディア広告、セールスプロモー

ション等の企画及び制作を行っております。 

 連結子会社である㈱プラクトは、近年パチンコホール業界における遊技参加人口の減少を受け、新しい

ユーザー層を開拓するため、平成 16 年 11 月に設立した会社であります。同社では関東地域においてパチ

ンコユーザー向け月刊フリーペーパーである「Ｐａｃｈｉ！コミ」を発行し、頒布しております。 

 ㈱プラクトにおいては、設立当初より媒体認知度向上のための発行エリアの拡大と、広告媒体の中立化、

普遍化を目的とした外部代理店の開拓を目標に掲げ事業をすすめてまいりました。発行エリアの拡大につ

いては、創刊当初は１エリアでスタートいたしましたが、現在では５エリアでの発行となり、概ね目標ど

おり進捗しております。しかしながら外部代理店の開拓については、パチンコ広告市場内におけるゲンダ

イエージェンシー㈱と外部代理店との棲み分けが困難であったこともあり、当初の目標には達しておらず、

結果として、現状「Ｐａｃｈｉ！コミ」広告枠の約９割については、ゲンダイエージェンシー㈱がこれを

買取り、クライアントに販売する形となっております。また、この先外部代理店の開拓が順調にすすむ見

通しはたっていないことから、「Ｐａｃｈｉ！コミ」広告枠の大部分がゲンダイエージェンシー㈱を通し

て消化される傾向は続くものと見込まれます。 

 こうした状況を踏まえ、現時点では㈱プラクトの当初目標である、外部代理店の開拓よりむしろ、ゲン

ダイエージェンシー㈱が主体となって広告枠の販売を、より効率的に行いうる組織体制を整備することが

望ましいと考えております。ゲンダイエージェンシー㈱と㈱プラクトが合併することにより、営業担当と

媒体編集担当との間で密度の高い連携が産まれ、柔軟な紙面作りが可能となり、より魅力的な広告枠の提

供が可能になるものと判断し、㈱プラクトの吸収合併を決議いたしました。 



２．合併の内容 

（１）合併の内容 

  合併契約書承認取締役会 平成 18 年２月２日 

  合併契約書調印     平成 18 年２月２日 

公 告         平成 18 年２月 10 日 

合併契約書承認株主総会 商法 413 条の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。 

合併期日        平成 18 年３月 27 日 

合併登記        平成 18 年３月 31 日（予定） 

（注）株式会社プラクトの合併契約書承認株主総会は、平成 18 年２月 17 日に予定されております。 

（２）合併方式 

   ゲンダイエージェンシー株式会社を存続会社とする簡易吸収合併方式とし、株式会社プラクトは解

散いたします。 

（３）合併比率 

   ゲンダイエージェンシー株式会社は、被合併会社の株式会社プラクトの全株式を保有しており、当

合併による新株式の発行及び資本金の増加は行いません。 

（４）合併交付金 

   合併交付金の支払はありません。 

 

３．合併当事会社の概要 

（平成 17 年９月 30 日現在） 

商 号 ゲンダイエージェンシー株式会社

（存続会社） 

株式会社プラクト 

（被合併会社） 

主たる事業内容 広告代理業 フリーペーパー等の発行、頒布 

設立年月日 平成７年４月 20 日 平成 16 年 11 月５日 

本店所在地 東京都八王子市東町９番８号 東京都八王子市東町９番８号 

代表者 山本 正卓 有吉 功司 

資本金 751 百万円 50 百万円（注） 

株主資本 3,169 百万円 △38 百万円（注） 

総資産 5,008 百万円 37 百万円 

決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

従業員数 310 名 ３名 

発行済株式総数 110,730 株 1,000 株（注） 

株主数 4,004 名 １名 



 

大株主及び持株比率 １．山本 正卓     36.89％

２．㈲悠クリエイト   9.03％

３．日本トラスティ・サービス信

託銀行㈱（信託口） 3.48％

４．ゲンダイエージェンシー従業

員持株会           3.18％

５．田中 善司     2.12％

ゲ ン ダ イ エ ー ジ ェ ン シ ー ㈱

100.00％

主要取引銀行 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

主要取引先 仕入先 ㈱ジャパンプリントシス

テムズ 

    ㈱若草印刷 

販売先 全国パチンコホール 

経営企業 

仕入先 大日本印刷㈱ 

 

 

販売先 ゲンダイエージェン 

シー㈱ 

当事会社の関係 資本関係：被合併会社は、存続会社が 100％資本出資している子会社

であります。 

人的関係：被合併会社の取締役３名、監査役１名は存続会社から派遣

しております。 

取引関係：被合併会社が発行するフリーペーパーの広告枠を、存続会

社が購入し、クライアントに販売しております。 

（注）平成 18 年１月 20 日付で 50 百万円（うち資本組入額 25 百万円、株式発行数 1,000 株）の株主割当

増資（すべて存続会社への割当）を実施しており、平成 18 年２月２日現在の資本金は 75 百万円、

発行済株式数は 2,000 株となっております。 

最近３決算期間の業績 

 ゲンダイエージェンシー株式会社 

（存続会社） 

株式会社プラクト 

（被合併会社） 

決算期 15/3 16/3 17/3 （注） （注） 17/3 

売上高（百万円） 4,850 6,974 10,607 － － 5

経常利益（百万円） 452 701 1,227 － － △29

当期純利益（百万円） 235 399 710 － － △29

１株当たり当期純利益

（円） 
73,560.08 40,506.11 6,836.88 － － △29,244.68

１株当たり配当金（円） 20,000 10,000 3,000 － － －

１株当たり株主資本（円） 172,747.93 91,422.09 27,183.68 － － 20,755.32



（注） ㈱プラクトは、平成 17 年 3月期が設立初年度の決算であるため、それ以前の業績については、

該当事項はありません。 

 

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。 

  合併による総資産への影響は軽微であります。  

 

５．業績に与える影響 

  合併により、被合併会社の売上高の大部分はゲンダイエージェンシー㈱の仕入高と相殺されることと

なり、単体の売上高、営業利益及び経常利益に与える影響はきわめて軽微であります。 

また連結業績については、被合併会社が連結子会社であるため、合併による売上高、営業利益及び経

常利益に与える影響はありません。 

  なお、当合併は税法上の適格合併に該当することから、ゲンダイエージェンシー㈱は被合併会社の繰

越欠損金を引き継ぐ予定でありますが、当該繰越欠損金に対しては被合併会社が繰延税金資産を計上し

ていなかったため、合併により当期のゲンダイエージェンシー㈱の税金費用は 35 百万円減少し、単体

及び連結の当期純利益は同額増加する見込みであります。 

 

以 上 

 

 

 

 


