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平成 20 年 3 月 19 日 

 
各      位 
 

会 社 名  株式会社 バーテックス リンク 
代表者名  代表取締役社長  南部 隆宏 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８１６） 
問合せ先  取締役グループ管理本部 本部長 

田中 和之 
電話番号  ０３－５２５９－５１１０ 

 
 

連結子会社の合併に関するお知らせ 

 
当社は、平成 20 年 3 月 19 日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ジオブレイ

ンおよびコンテンツ・メディア・ミックス株式会社（以下「両子会社」）を合併し、存続会社を株式会

社ジオブレインとする旨を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
１．合併の目的 

両子会社は、当社グループの事業セグメントのうち（下記「全体概要図」を参照）、ロジスティク

ス・マネジメント事業セグメントに属する事業を展開しています。ロジスティクス・マネジメント

事業は、システム開発やロジスティクス（物流）を通じて「企業」と「消費者」のインタラクティ

ブコミュニケーションを実現するセールスプロモーション事業と、紙媒体や PC、モバイル、店舗等

の各種情報メディア（媒体）とコンテンツの制作および開発とを連動させ新たな付加価値を提供す

るクロスメディアプロモーション事業とにより構成され、株式会社ジオブレイン（以下「GEO」）は、

セールスプロモーション事業を主に手がけ、一方コンテンツ・メディア・ミックス株式会社（以下

「CMM」）は、クロスメディアプロモーション事業を手がけています。ロジスティクス・マネジメ

ント事業は、2007 年 3 月期実績において、当社グループの連結売上高の約 50%を占めており、当社

の基幹事業の一つとなっています。 
両子会社がサービスを提供する分野は、広義では、マーケティングプロモーションのアウトソー

シング事業と呼ばれる分野に位置付けられ、当該事業においては、GEO が顧客より受託した案件の

うち、紙媒体や Web 媒体等の制作およびコンテンツの制作・開発等を CMM に再委託する場合もあ

り、両子会社が協働して顧客への対応を行いながら納品に結びつけるケースも少なくありません。 
一方、本事業を取り巻く市場環境にも厳しさが増しており、加えて顧客のニーズも多様化してき

ていることから、本事業をさらに拡大・発展させるためには、よりきめの細かいサービス体制を構

築し、かつ顧客ニーズを的確に反映できる開発体制等を整備することが急務となっています。 
当社は、各種開示情報等にて既にお知らせのとおり、グループ経営改革の一環として、当社およ

び当社グループが保有する事業の事業ポートフォリオの再構築を進めており、不採算事業からの撤

退や関係子会社の再編等を推進しております。 
こうした事情を鑑みて、当社は、本件合併により両子会社の重複する要素等を統合することによ

り、顧客サービスのワンストップ体制の構築や営業および開発リソースの相互活用を図るなど、事

業基盤を強化し事業効率を高め、さらには当社グループ経営の効率化とスリム化を図るべく、本件

合併を決定した次第であります。 
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２．合併の概要 
(1) 全体概要図 

 

 
 

(2) 合併当事会社の概要 
商号 株式会社ジオブレイン コンテンツ・メディア・ミックス株式会社 
 （存続会社） （被合併会社） 
事業内容 ロジスティクス・マネジメント事業 

（セールスプロモーション事業） 
ロジスティクス・マネジメント事業 
（クロスメディアプロモーション事業） 

設立年月日 平成 16 年 4 月 9 日 平成 17 年 11 月 15 日 
本店所在地 東京都千代田区神田錦町 3-15 東京都千代田区神田錦町 3-15 
代表者 代表取締役社長 南部 隆宏 代表取締役社長 山田 浩二 
資本金の額 4,000 万円 1,000 万円 
発行済株式総数 800 株 200 株 
大株主 
および持株比率 

株式会社バーテックス リンク 52.5％ 
中部産業株式会社 37.5% 

株式会社ジオブレイン 100％ 

 
(3) 最近の業績 

商号 
株式会社ジオブレイン 

コンテンツ・メディア 
・ミックス株式会社（注） 

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 18 年 
3 月期 

平成 19 年 
3 月期 

売上高（千円） 629,383 636,347 1,047,923 31,022 236,368 
営業利益（千円） △16,387 15,547 30,233 1,825 31,096 
経常利益（千円） △19,411 13,954 19,943 1,469 31,400 
当期純利益（千円） △19,807 6,357 9,226 991 18,648 

（注）設立年月日が平成 17 年 11 月 15 日のため、最近の業績は２事業年度のみの記載となります。 
 

(4) 合併の日程 
平成 20 年 3 月 19 日 当社取締役会決議 
平成 20 年 3 月 19 日 合併契約書締結 
平成 20 年 10 月 1 日（予定） 合併期日（効力発生日） 

 
なお、本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併および同法第 784 条第 1 項に定め

る略式合併の規定により、GEO および CMM において合併契約に関する株主総会の承認を得る

ことなく行うものであります。 
 
 

当社グループ 

ロジスティクス・マネジメント事業 

IT関連事業 

企業再生支援・投融資事業 

GEO CMM 
100％子会社 

合併 
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(5) 合併の方式 
GEO を存続会社とする吸収合併方式とし合併と同時に CMM は解散いたします。また、被合

併会社の従業員は存続会社に引き継がれます。 
 

(6) 合併比率 
GEO および GEO が 100%出資する子会社である CMM との合併であるため、合併比率の取

り決めはありません。また、合併による新株式の発行および資本金の増加はありません。 
 
３．合併後の株式会社ジオブレイン（存続会社）の状況 

商号 株式会社ジオブレイン 
主な事業内容 ロジスティクス・マネジメント事業 
本店所在地 東京都千代田区神田錦町 3-15 
代表者 代表取締役社長 南部 隆宏 
資本金の額 4,000 万円 
事業年度の末日 3 月 31 日 
大株主 
および持株比率 

株式会社バーテックス リンク  52.5% 
中部産業株式会社  37.5% 

 
４．今後の見通し 
 GEO による CMM の吸収合併により、それぞれが保有するノウハウを基にして、顧客ニーズに即

応できる体制および企画・制作・運用･物流までを一貫してプロデュースできる体制を構築・強化し、

他社との差別化を図ってまいります。 
 本件合併による当社グループの業績に与える影響につきましては、現在算定中であり、判明後お

知らせいたします。 
 
 

以 上 
 
 


