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当社子会社による株式の取得および合併に関するお知らせ 

 

当社連結子会社である株式会社ラディクスモバニメーション(以下「ラディクス社」)は平

成１９年４月５日開催の取締役会で、アニメ音響制作・音楽出版を手掛ける株式会社マルチ

ックアイ（以下「マルチックアイ社」）の全株式を取得し、ラディクス社の子会社（当社の

孫会社）とすることを決議いたしました。また、本日開催のラディクス社取締役会でラディ

クス社およびマルチックアイ社は平成１９年６月１日を期日とし、平成１９年４月２５日開

催予定の両社臨時株主総会の承認を条件とし、両社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。 

 
１．異動および合併の目的 
   ラディクス社は『妖逆門』をはじめとするアニメーション制作、ショートムービーな

どの携帯配信コンテンツ制作およびコンテンツ配信業務を行っております。マルチック

アイ社はＴＶアニメーション、オリジナルビデオアニメーション（ＯＶＡ）の音響制作

やアニメ音楽の制作・著作権管理を行う音楽出版、ラジオ番組制作、声優・タレントマ

ネージメントを行い、業界では専門性の高い分野での収益基盤を確立しています。この

たび、ラディクス社のアニメコンテンツ制作事業に欠かすことのできない音響制作を同

グループ内に組み込み、内製化することで、業務効率の改善と収益基盤の拡大を目指し

てまいります。また、当社グループ内外のコンテンツモバイル配信によりユーザーの獲

得拡大を目指してまいります。 
なお、両社の保有するアニメコンテンツ著作権・音楽出版に関する著作権等の管理業

務をウェッジホールディングスのライツ開発部に移管し一元管理し、両社はクオリティ

の高いコンテンツ製作・配信に特化してまいります。 
以上の目的から、ラディクス社はマルチックアイ社の全株式を取得し、両社は平成１

９年４月２５日開催の臨時株主総会で承認することを条件として合併することといたし

ました。 
 
 



２．子会社の名称 
   （１） 商号     株式会社ラディクスモバニメーション 

（２） 本店所在地   東京都千代田区神田錦町一丁目１番地 

（３） 代表者名    代表取締役社長 根岸 弘 
 
３．異動する孫会社の概要 

（１） 商号     株式会社マルチックアイ 
（２） 代表者    代表取締役社長 菊池 晃一  
（３） 設立年月日  平成１６年５月６日 
（４） 事業の内容  アニメコンテンツ音響製作・音楽出版・声優プロダクション 
（５） 決算期    ４月末日 
（６） 事業所    東京都渋谷区渋谷一丁目８番５号 
（７） 資本の額   １１，０００，０００円 
（８） 発行済株式数 ２２０株 

 

４．株式の取得先 

（１） 菊池 晃一        ４０株（１８．２％）   

（２） その他５名       １８０株（８１．８％） 

 

５．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式数の状況 

（１） 異動前の所有株式数     ０株（所有割合 ０％） 

（２） 取得株式数       ２２０株（取得価額 １，１００万円） 

（３） 異動後の所有株式数   ２２０株（所有割合 １００％） 

 

６．株式取得日程 

（１） 平成１９年４月５日   株式会社ラディクスモバニメーション取締役会決議 

（２） 平成１９年４月１０日  株式譲渡契約締結 

（３） 平成１９年４月１０日  株券引渡し期日 
 

７．合併の要旨 
（１） 合併の日程 

平成１９年４月１０日 両社取締役会決議 
       平成１９年４月２５日 両社臨時株主総会・合併契約書締結 
       平成１９年６月１日  合併期日 
 

（２） 合併方式  
株式会社ラディクスモバニメーションを存続会社とする吸収合併方式であり、

株式会社マルチックアイは解散いたします。 



（３） 合併比率 
合併当事会社は平成１９年４月５日時点で株式会社ラディクスモバニメーシ

ョンの 100％子会社であるため、合併比率の取決めはありません。 

（４） 合併交付金 
合併交付金の支払いはありません。 
 

８．合併当事会社の概要  

(１)商号  株式会社ラディクスモバニメーション  

（合併会社）平成18年9月末現在  

株式会社マルチックアイ  

（被合併会社）平成18年4月末現在 

(２)事業内容  アニメコンテンツの企画・制作・携帯

コンテンツ制作・コンテンツ配信事業  

アニメコンテンツの音響製作・音楽出

版・声優プロダクション事業 

(３)設立年月日  平成16年12月14日  平成16年5月6日  

(４)本店所在地  東京都千代田区神田錦町一丁目１番地  東京都渋谷区渋谷一丁目８番５号  

(５)代表者  代表取締役社長 根岸 弘  代表取締役社長 菊池 晃一  

(６)資本金  3,000千円  11,000千円  

(７)発行済株式総数  60株  220株  

(８)株主資本  28,411千円 10,991千円  

(９)総資産  102,264千円  24,332千円  

(10)決算期  9月30日  4月30日  

(11)従業員数  4名  1名  

(12)主要取引先  株式会社ｳｪｯｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

株式会社ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸｱﾆﾒｰｼｮﾝ 

株式会社ﾗﾃﾞｨｸｽﾓﾊﾞﾆﾒｰｼｮﾝ 

アニメイトグループ  

(13)大株主及び持株比率 

 

 (平成19年4月10日現在) 

株式会社ｳｪ ｯ ｼ ﾞ ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｽ  60株

(100.0％) 

(平成19年4月10日現在) 

株式会社ﾗﾃﾞ ｨ ｸ ｽﾓ ﾊ ﾞ ﾆﾒ ｰ ｼ ｮﾝ  220株

(100.0％) 

(14)主要取引銀行  株式会社三井住友銀行  株式会社みずほ銀行 

株式会社三井住友銀行  

資本関係 株式会社ラディクスモバニメーションは株式会社ウェッジホール

ディングスの100％子会社であり、株式会社マルチックアイは株式

会社ラディクスモバニメーションの100％子会社です。 

人的関係 ㈱ラディクスモバニメーションの代表取締役 根岸弘、取締役 

奥田裕久は㈱ウェッジホールディングスの取締役を兼務しており

ます。 

㈱マルチックアイは㈱ラディクスモバニメーション、㈱ウェッジ

ホールディングスともに人的関係はございません。 

 

(15)当事者間の関係 

取引関係 株式会社ラディクスモバニメーションと株式会社マルチックアイ

は取引関係にあります。 



 
９．最近３決算期間の業績                         （単位：千円）  

  株式会社ラディクスモバニメーション 

（合併会社）注① 

株式会社マルチックアイ  

（被合併会社） 

決算期 平成17年  

3月期  

平成17年  

9月期  

平成18年  

9月期  

 平成17年 

4月期 

平成18年 

4月期 

売上高 40,393 42,584 397,549  5,775 33,216 

営業利益 1,878 △7,098 48,102  121 78 

経常利益 2,044 △7,112 49,719  121 216 

当期純利益 1,495 △7,147 31,063  19 △28 

１株当当期

純利益(円) 

24,919.30 △119,118.97 517,720.13  116.96 △129.12 

１株当年間

配当金(円) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

360,000 

(－) 

 － 

(－) 

－ 

(－) 

１株当株主

資本(円) 

74,919.30 △44,199.67 473,520.47  50,116.96 49,961.25 

 注① 株式会社ラディクスモバニメーションは、平成17年9月期に決算期変更を行い、平成18年12月 

    に有限会社から組織変更を行いました。又、平成19年2月に株式会社モバニメーションと合併し   

    株式会社ラディクスモバニメーションに商号変更しました。 

    

１０．合併後の状況  

(１) 商 号    株式会社ラディクスモバニメーション  

(２) 事業内容   アニメコンテンツ企画、制作及び携帯端末への配信事業、音響出版業

務、声優プロダクション業務 

(３) 本店所在地  東京都千代田区神田錦町一丁目１番地  

(４) 代表者    根岸 弘  

(５) 資本金    ３，０００千円（合併による新株式発行は行わず、資本金は増加いた

しません。）  

(６) 総 資 産   合併による総資産への影響は現在精査しております。  

(７) 決 算 期   ９月３０日  

 

１１．業績に与える影響  

当該合併による業績に与える影響は軽微であります。 

以 上  

 


