
 
平成 18年 5月 12日 

各      位 
会 社 名  株式会社ミロク情報サービス 

      代表者名  代表取締役社長 是枝周樹 
（コード番号  9928  東証第 2部） 

問合せ先  経営管理本部長 滝本訓夫 
（TEL．03－5361－6369） 

 

合併に関するお知らせ 
 
  平成 18 年５月 12 日開催の当社取締役会において、当社は平成 18 年７月１日（予定）を期して、

当社の連結子会社である株式会社ミロクドットコムおよび株式会社ミロク・ユニソフトを吸収合併

することを決定いたしましたのでお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 合併の目的 

当社は、株式会社ミロクドットコムの事業として行っている各種ポータル事業および電子認

証局事業の受託開発、＠ＴＡＸ・ＡＳＰ事業について、当社の持つ販売・開発・サービス機能

に要員等の経営資源を集約させることによる事業効率向上を目的として吸収合併を致します。 

 また株式会社ミロク・ユニソフトにおいても、同社が担っている小規模事業者向けの廉価な

流通パッケージ販売および会計事務所システムのデータ連携に関して、それぞれ営業本部パー

トナー事業グループに集約、マーケティング本部Ｒ＆Ｄセンターに機能を組み入れることによ

り、スムーズな開発の促進を図るものであります。 

 今般、これらの２社を吸収合併することは、顧客ニーズの把握から開発、販売、アフターサ

ービスまでの情報伝達や意思決定のスピード化に繋がるだけでなく、管理面におけるコストに

おいても統合効果を追求するものであります。このことは今後の企業価値の向上を推し進める

連結経営の効率化のためのグループ再編およびガバナンス強化の一環と位置づけるものであり

ます。 

 

２． 合併の要旨 

(１)合併の日程 

合併契約承認取締役会  平成 18 年５月 19 日 

合 併 契 約 締 結  平成 18 年５月 22 日 

合併契約承認株主総会 会社法 784 条第 1 項の規定により株主総会の承認を     

得ずに合併致します。 

合併期日（効力発生日）  平成 18 年７月１日（予定） 

 

(２)合併方式 

株式会社ミロク情報サービスを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ミロクドットコム

および株式会社ミロク・ユニソフトは解散致します。 

 

 



(３)合併比率 

株式会社ミロク情報サービスは、被合併会社の株式会社ミロクドットコムおよび株式会社ミ

ロク・ユニソフトの発行済株式を全株式保有しており、当合併による新株式の発行および資

本金の増加は行いません。 

 

(４)合併交付金 

合併交付金の支払いはありません。 

 
３．合併当事会社の概要（平成 18年 3月 31日現在） 

(1)商号 
株式会社ミロク情報 
サービス（合併会社）

株式会社ミロクドッ

トコム（被合併会社）

株式会社ミロク･ユニ

ソフト（被合併会社）

(2)事業内容 

業務用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ

ｳｴｱの開発および販

売等 
情報提供サービス等

業務用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄｳｴｱ

の開発および販売等

(3)設立年月日 昭和 52年 11月 2日 平成 12年 2月 28日 平成 16年２月 24日

(4)本店所在地 
東京都新宿区四谷

4-29-1 
東京都新宿区四谷

4-29-1 
東京都新宿区新宿

1-9-2 

(5)代表者 是枝 周樹 吉岡 賢司 田中 健二 

(6)資本金 3,191百万円 300百万円 80百万円 

(7)発行済株式総数   34,353,286株 6,000株 3,200株 

(8)純資産 8,599百万円 115百万円 △27百万円 

(9)総資産 15,463百万円 211百万円 97百万円 

(10)決算期 ３月末日 ３月末日 ３月末日 

(11)従業員 815名 12名 9名 

(12)主要取引先 

ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社 
日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社 
リコーリース株式会社 

他 

株式会社ミロク情報

サービス 
株式会社ミロク情報

サービス 

(13)大株主及び持株比率 

株式会社ｴﾇｹｰﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ 33.06% 
是枝 伸彦 5.62%
（注） 

株式会社ミロク情報

サービス 100% 
株式会社ミロク情報

サービス 100% 

(14)主要取引銀行 みずほ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 

資本関係 被合併会社は当社の 100%子会社です。 

人的関係 被合併会社の役員には、合併会社の役員がおります。 (15)当事会社の関係 

取引関係
被合併会社から合併会社へ商品の販売、サービスの提供

をしております。 
 （注）この他に株式会社ミロク情報サービス所有自己株式の持株比率が 7.6%となっております。 

 



(16)最近３決算期間の業績（百万円） 

 株式会社ミロク情報 
サービス（合併会社） 

株式会社ミロク 
ドットコム（被合併会社）

株式会社ミロク･ユニソフ

ト（被合併会社） 

決 算 期 平成 16
年 3月期 

平成 17
年 3月期 

平成 18
年 3月期

平成 16
年 3月期

平成 17
年 3月期

平成 18年
3月期

平成 16
年 3月期 

平成 17
年 3月期

平成 18年
3月期

売 上 高 18,268 17,580 15,229 367 528 459 ― 255 160

営 業 利 益 1,399 1,258 △250 △19 6 △103 △1 △17 △71

経 常 利 益 1,345 1,236 △242 △19 6 △102 △3 △19 △68

当期純利益 591 832 △341 △31 6 △135 △3 △19 △165
１株当たり当期純

利益（円） 37.95 52.07 △10.76 △5,297.88 1,078.83 △22,549.97 △947.96 △6,047.53 △51,603.02

１株当たり配当

金 （ 円 ） 20 24 （注）12 ― ― ― ― ― ― 
１株当たり純資

産（円） 557.17 595.28 270.93 40,801.94 41,880.77 19,330.80 49,052.04 43,004.51 ― 

 （注）１．株式会社ミロク情報サービスの平成 18 年３月期の１株当たり配当金は予想配当金であり

ます。 

２．株式会社ミロク情報サービスは平成 17 年５月 20 日付で１株を２株に株式分割を行ってお

ります。 

３．株式会社ミロク・ユニソフトは平成 16 年２月 24 日に当社 100％子会社として設立し、平

成16年３月期の決算期間は平成16年２月同日から平成16年３月31日となっております。 
 
 

４．合併後の状況 
(１) 商 号         株式会社ミロク情報サービス 

(２) 事 業 内 容         業務用アプリケーションソフトウエアの開発及び販売等 

(３) 本店所在地    東京都新宿区四谷４－２９－１ 

(４) 代 表 者         是枝周樹 

(５) 資 本 金    3,191 百万円 

（注）合併による新株発行は行わず、純資産の額は増加しません。 

(６) 総 資 産       合併による総資産への影響は軽微です。 

(７) 決 算 期       ３月末日 

(８) 業績に与える影響 合併による当社業績への影響は軽微です。 

 
 

以   上 


