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平成 19 年６月 26 日 

 

各      位 

会 社 名  トランスコスモス株式会社 

（登記社名：トランス・コスモス株式会社） 

代表者名  代表取締役社長兼ＣＯＯ 奥田 昌孝 

（コード番号  9715  東証第一部） 

問合せ先  執行役員経理財務本部長 荒木 正敏 

TEL 03－4363－1111（代表） 

 

子会社との簡易合併に関するお知らせ 

 

平成 19 年６月 26 日開催の当社取締役会において、当社は平成 19 年８月１日を期して、下記のとお

り連結子会社である株式会社アレカオを吸収合併することを決定いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

なお、本合併は、「簡易合併」の手続きにより行います。 

 

記 

 

１． 合併の目的 

被合併会社である株式会社アレカオは当社の１００％出資会社でありますが、当社広告営業との

連携強化および自社メディアの育成を目的として、同社を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 19 年６月 26 日 

合併契約書調印       平成 19 年６月 26 日 

合併期日          平成 19 年８月１日（予定） 

合併登記          平成 19 年８月１日（予定） 

 

(注)当社は会社法第 796 条第３項の規定による簡易合併の手続きにより、また、株式会社ア

レカオは当社の完全子会社であるため、会社法第 784 条第１項の規定による略式合併の手続

きにより合併を行います。 

 

(2) 合併方式 

当社トランスコスモス株式会社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）方式で、株式会社 

アレカオは解散します。 

 

(3) 合併比率 

   当社トランスコスモス株式会社は、株式会社アレカオの全株式を所有しており、合併によ 

る新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払は行いません。 

 

(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

      当該事項はありません。 
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３． 合併会社の概要（平成 19 年３月 31 日現在） 

（１）商号 
トランス・コスモス株式会社 

（合併会社） 

株式会社アレカオ 

（被合併会社） 

（２）事業内容 

デジタルマーケティングサービ

ス事業、コールセンターサービ

ス事業、ビジネスプロセスアウ

トソーシングサービス事業、ビ

ジネスプロセスソリューション

サービス事業、エンジニアリン

グソリューションサービス事

業、中国オフショア開発サービ

ス事業、コーポレートベンチャ

ーキャピタル事業 

インターネットを利用した通信

販売の仲介業務および情報提供

業務 

（３）設立年月日 昭和 60 年６月 18 日 平成 16 年 10 月 28 日 

（４）本店所在地 
東京都渋谷区渋谷三丁目 25 番 

18 号 

東京都渋谷区渋谷三丁目 25 番 

18 号 

（５）代表者 
代表取締役社長兼ＣＯＯ 

奥田 昌孝 

代表取締役社長 

三宅 明 

（６）資本金 29,065 百万円 243 百万円

（７）発行済株式総数 48,794,046 株 45,000 株

（８）純資産 53,897 百万円 52 百万円

（９）総資産 83,914 百万円 138 百万円

（10）決算期 ３月 ３月

（11）従業員数 7,520 名 ８名

（12）主要取引先 

株式会社ウィルコム 

ＮＥＣネクサソリューションズ

株式会社 

株式会社ジャックス 

トランス・コスモス株式会社 

株式会社セプテーニ 

株式会社グリーンツリー 

（13）大株主及び持株比率 

奥田 耕己      15.33％ 

奥田 昌孝      12.11％ 

平井 美穂子     4.48％ 

財団法人奥田育英会  3.59％ 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）3.16％ 

Transcosmos Investments & 

Business Development, Inc. 

        100.00％（注）

（14）主要取引銀行 

株式会社三井住友銀行、株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会

社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 

資本関係 被合併会社は当社の完全子会社（連結子会社）です。

人的関係 

当社取締役３名が株式会社アレカオの取締役を兼

務し、当社従業員１名が同社監査役を兼務しており

ます。また、当社従業員が株式会社アレカオに出向

しております。 

（15）当事会社の関係 

取引関係 
当社は被合併会社に対して主にバナー広告業務を

委託しております。 

(注)平成 19 年６月 19 日 Transcosmos Investments & Business Development, Inc.より全株式を当社に

移管しており、現状では当社の直接所有となっております。 
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（16）最近３年間の業績                           （単位：百万円） 

 
トランス・コスモス株式会社 

（合併会社） 

株式会社アレカオ 

（被合併会社） 

決算期 
平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年

３月期 

売上高 79,798 95,252 109,822 ― 4 45

営業利益 3,974 8,693 5,427 △47 △178 △179

経常利益 6,784 8,697 5,626 △47 △177 △181

当期純利益 3,126 4,707 7,502 △47 △178 △206

１株当たり 

当期純利益

(円) 

136.23 210.24 174.48 △9,565.80 △35,655.25 △9,406.98

１株当たり

配当金(円) 
40 70 40 ― ― ―

１株当たり

純資産(円) 
2,652.01 2,548.17 1,264.11 40,434.19 4,778.95 1,176.47

 (注)トランス・コスモス株式会社は平成 18 年４月１日付で、株式１株につき２株の株式分割を行って 

おります。 

 

 

４． 合併後の状況 

(1) 商号     トランス・コスモス株式会社 

(2) 事業内容   情報アウトソーシングサービス会社 

(3) 本店所在地  東京都渋谷区渋谷三丁目 25 番 18 号 

(4) 代表者    代表取締役社長兼ＣＯＯ 奥田 昌孝 

(5) 資本金    29,065 百万円（合併による資本金の増加はありません。） 

(6) 総資産    合併による総資産への影響は、軽微であります。 

(7) 決算期    ３月 31 日 

(8) 業績に与える影響 

      合併による連結・単体業績への影響は軽微と見込んでおります。 

 

 

以  上 


