
   

 

 

平成 18 年８月 25 日 

各      位 

会 社 名 株式会社ネットプライス 

代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝英

（コード番号 ３３２８ 東証マザーズ） 

取締役兼執行役員 
問合せ先 

経 営 本 部 長 
新宮  浩 

（TEL．０３－５７３９－３３６０） 

 

当社持分法関連会社の株式会社アミューズボックスと 

子会社の株式会社メディアンの合併に関するお知らせ 

 

 

当社は、2006 年８月 25 日開催の取締役会において、2006 年 10 月１日付けで、株式会社ネ

クストジャパンとの合弁会社であり且つ当社持分法関連会社である株式会社アミューズボッ

クスを、当社 100％子会社である株式会社メディアンに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 

株式会社アミューズボックスは、株式会社ネクストジャパンが全国展開する時間消費型会

員制複合レジャー事業「ＪＪＣＬＵＢ１００」など、リアル店舗やリアルイベントの利用者

を対象に、モバイルインターネットを通じたショッピングサービスおよびコンテンツサービ

スを提供しております。 

この度当社は、株式会社アミューズボックスを、当社 100％子会社で、モバイルインター

ネット上での Web2.0 メディアなど各種モバイルメディアの企画・開発・運営を行う、株式会

社メディアンと統合することで、経営資源の集中による効率化を図ります。また、当社グル

ープが保有するインターネット上での各種集客力とのシナジー効果さらに高め、収益性の拡

大を狙います。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の方法 

株式会社メディアンを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社アミューズボックス

は解散いたします。 

（２）合併の日程 

   合併承認取締役会      2006 年８月 14 日 

合併契約書調印   2006 年８月 14 日 

   合併契約書承認取締役会   2006 年８月 25 日 

合併契約書承認株主総会   2006 年８月 29 日 

合併期日    2006 年 10 月１日 

   合併登記    2006 年 10 月１日（予定） 



（３）合併に際して行う株式の発行および割当 

   株式会社メディアンの株式１に対し、株式会社アミューズボックス株式 1.468 の割合

をもって合併することといたします。 

（４）合併により発行する新株式 

   株式会社メディアンの株式 2,642 株を新規に発行いたします 

（５）合併交付金 

   該当事項はございません。 

 

３． 合併する会社の概要 

（2006 年６月 30 日現在） 

① 商号 株式会社メディアン 

（存続会社） 

株式会社アミューズボックス

（被合併会社） 

② 事業内容 モバイルインターネット上の

Web2.0 メディア等、各種モバ

イルメディアの企画・開発 

リアル店舗やイベントと連動

した各種モバイルメディアの

企画・開発 

③ 設立年月日 2004 年７月 16 日 2005 年 11 月 21 日 

④ 本店所在地 東京都渋谷区広尾 1-3-14 東京都渋谷区広尾 1-3-14 

⑤ 代表者 代表取締役社長 原田豊博 代表取締役社長 佐藤輝英 

⑥ 資本金 150 百万円 90 百万円 

⑦ 発行株式総数 4,000 株 1,800 株 

⑧ 株主資本 121 百万円 80 百万円 

⑨ 総資産 137 百万円 86 百万円 

⑩ 決算月 ９月 30 日 ７月 31 日 

⑪ 従業員数 ９名 ４名 

⑫ 主要取引先 株式会社サイバーエージェント 株式会社ネットプライス 

株式会社サイバーエージェント 

⑬ 大株主および持株比率 株式会社ネットプライス（100%） 株式会社ネットプライス（50%） 

株式会社ネクストジャパン（50%） 

⑭ 主要取引銀行 みずほ銀行 青山支店 みずほ銀行 青山支店 

三井住友銀行 渋谷駅前支店 

 

 



４． 最近の決算期間の業績 

            （単位：百万円） 

株式会社メディアン 

決算期 2005 年９月期 2006 年９月期 

売上高 － 46 

営業利益 △11 △43 

経常利益 △11 △43 

当期純利益 △11 △21 

１株当たり当期純利益（円） △5,602 円 41 銭 △10,763 円 53 銭 

１株当たり配当金（円） － － 

１株当たり株主資本（円） 44,397 円 58 銭 33,634 円 04 銭 

  ※株式会社メディアンは 2004 年７月の設立につき、2005 年９月期は３ヶ月の決算です。 

 

（単位：百万円） 

株式会社アミューズボックス 

決算期 2006 年７月期 

売上高 ６ 

営業利益 △９ 

経常利益 △９ 

当期純利益 △９ 

１株当たり当期純利益（円） △5,454 円 18 銭 

１株当たり配当金（円） － 

１株当たり株主資本（円） 44,545 円 81 銭 

 

 

５． 合併後の状況 

（１）商号  株式会社メディアン 

（２）事業内容  モバイルインターネット上の Web2.0 メディア等、 

各種モバイルメディアの企画・開発 

（３）本店所在地 東京都渋谷区広尾一丁目３番 14 号 ＡＳＡＸ広尾ビル５階  

（４）代表者  代表取締役社長 原田豊博 

（５）資本金  240 百万円 

（現在の資本金 150 百万円に、合併比率１:1.468（予定）により 

増加すべき資本金 90 百万円を加えた金額） 

（６）株主構成  株式会社ネットプライス  80.1 株（%） 

株式会社ネクストジャパン 19.9 株（%） 

（６）決算期  ９月３０日 

（７）発行済株式総数 6,642 株 

 

 

６． 合併後の業績の見通し 

 今回の合併に伴う、業績への影響につきましては軽微であると予想されますが、当社では

経営資源の効率化により、今後の収益力をさらに強化してまいります。 



７．株式会社ネクストジャパンの概要 

社名  株式会社ネクストジャパン 

（東証マザーズ コード：2409） 

本社所在地 大阪府吹田市豊津町 9-1 江坂東洋ビル 17 階 

 電話  06-6330-7878（代） 

 設立  1993（平成５）年 8 月 

 資本金 46 億 29 百万円（2006 年４月末現在） 

 代表者 代表取締役社長 長江 芳実 

 当社との関係 人的・資本的関係等該当事項はありません。 

 

 

８．株式会社ネットプライスの概要 

 社名  株式会社ネットプライス 

  （東証マザーズ コード：3328） 

 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19 恵比寿ビジネスタワー17 階 

 電話  03-5739-3360（代） 

 設立  1999（平成 11）年 11 月 

 資本金 23 億 24 百万円（2006 年３月末現在） 

 代表者 代表取締役社長 佐藤輝英 

 

 

  以上 

  


