
 

 
平成 20 年５月 27 日 

各 位 

会社名    トランスデジタル株式会社 

代表者氏名  代表取締役社長  後藤 幸英 

（JASDAQ・コード番号：９７１２） 

問合せ先   管理本部長     鈴木 康平 

電話番号   ０３－６８５８－２１００ 

 
株式交換に関する基本合意書の締結に関するお知らせ 

 
トランスデジタル株式会社（以下「当社」又は「トランスデジタル」といいます。）とモバイルジャッジ株式

会社（以下「同社」又は「モバイルジャッジ」といいます。）は、本日開催の各取締役会における決議の上、

トランスデジタルがモバイルジャッジを完全子会社とすることについて基本合意し、平成 20 年５月 27 日に基

本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記 
 

１．株式交換による完全子会社化の目的  

当社は国内における独立系 IT 企業として、創業以来 40 年間という長い歴史の中で一貫して情報処理サ

ービス業務に携わり、これまで蓄積してきました情報サービス企業としてのノウハウを生かし、「IT シス

テムの開発」をコアに、コンサルティングやマーケットリサーチ機能を担う「ナレッジサポート」、お客様

の IT システムをテーラーメイド開発する「システムインテグレーション」をはじめとするソリューション

のラインナップ変革・強化を図り、企業価値の増大を努めてまいりました。 

平成 20 年２月 15 日付にてお知らせいたしましたとおり、現在、企業価値の向上のための、当社経営方

針の重要施策のうちのひとつが、当社の本業でありますシステム開発事業への『本業回帰』でございます。

創業精神に立ち返りシステム開発事業に経営資源を集中し、事業の強化・拡大を図ることが経営方針の骨

格でございます。 

このような状況の中で、インターネットを利用したマーケティングリサーチ事業を展開しているモバイ

ルジャッジと株式交換に関する基本合意書を締結いたしました。 

モバイルジャッジは、経済産業省が平成18年から掲げる『情報大航海プロジェクト（*1）』に平成19年7

月に採択された『メガリサーチ（*2）』の開発を進めるかたわら、モバイルサイト『モバイルジャッジ』

の運営を行っており、同サイトは広告掲載料及びマーケティングリサーチ代行料を収益の柱として事業を

推進してまいりました。 

同社は現在、中堅・中小規模の企業をターゲットとする低コストの次世代型リサーチシステムを開発中

で、今後はマーケティングリサーチ代行業に注力し、さらなる事業拡大を図っております。 

一方で、トランスデジタルの主力事業部門でありますシステム開発事業部におきましては、単にITに頼

った解決策をご提案するだけではなく、永年にわたって培ってきたノウハウや技術を駆使して、お客様の

立場・視点から最適な解決方法を見出す、ナレッジサポートサービスをご提供してまいりました。そのナ

レッジサポートサービスの中ですでに、マーケットリサーチやマーケティングに関する基盤は確立されて

おり、当社におきまして当事業における十分なノウハウを有しております。 

今回のモバイルジャッジの子会社化につきましては、水平的統合であるため当社の既存事業とのシナジ

ーが確実に期待できるものであり、かつ、『情報大航海プロジェクト』における同社の『メガリサーチ』
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を成功へ導くことに大きく貢献できるものと考えております。 

当社はモバイルジャッジのシステム事業において、当社の保有するノウハウと、モバイルジャッジの保

有するノウハウを結びつけることにより、双方のクライアント／アライアンス企業の活用、システム開発、

人材等によるシナジー効果を上げ、当社の本業であるシステム開発事業をより充実させ、システム開発事

業におけるさらなる収益拡大を目的といたします。 

 

（ご参考） 

 
    

 （当社HP http://www.transdigital.co.jp/service/support/index.shtml より抜粋） 
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２．株式交換の条件等  

（１）株式交換の日程等  

平成20年５月27日     株式交換基本合意書承認取締役会（当社及びモバイルジャッジ）  

平成20年５月27日     株式交換基本合意書締結（当社及びモバイルジャッジ）  

平成20年６月中旬（予定） 株式交換契約書承認取締役会（当社及びモバイルジャッジ）  

平成20年６月中旬（予定） 株式交換契約書締結（当社及びモバイルジャッジ） 

平成20年７月上旬（予定） 株式交換契約承認臨時株主総会（モバイルジャッジ） 

平成20年７月中旬（予定） 株式交換期日（効力発生日） 

平成20年７月下旬（予定） 株券交付日  

（注）トランスデジタルは、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない

簡易株式交換の手続きにより、本株式交換を行います。 

 

（２）株式交換比率 

   同事項については、モバイルジャッジと協議のうえ決定し、決定次第お知らせいたします。 

 

（３）完全子会社となる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 

該当事項はありません。 

 

３．株式交換の当事会社の概要 

直近決算期現在における各社の概況は下記のとおりでございます。        （平成20年３月31日現在） 

（１） 商号  
トランスデジタル 

（完全親会社） 

モバイルジャッジ 

（完全子会社） 

（２） 事業内容  

・システム開発事業 

・システム機器販売事業 

・グループ会社の経営管理  

・携帯電話を利用した市場調査 

・リサーチの企画設計・集計・分析 

・インターネット広告事業 

（３） 設立年月日  昭和44年８月２日  平成19年２月13日  

（４） 本店所在地  東京都千代田区永田町2－4－3  東京都渋谷区渋谷1－8－7 

（５） 代表者  代表取締役社長 後藤 幸英 代表取締役社長 堤 栄二 

（６） 資本金の額  7,544,110千円  55,000千円  

（７） 発行済株式数  243,067,685株 1,050株  

（８） 純資産  764百万円（連結）  15百万円（非連結）  

（９） 総資産  2,853百万円（連結）  138百万円（非連結）  

（10） 事業年度末日  ３月31日  ７月31日  

（11） 従業員数  115名（連結）  ７名（非連結） 

（12） 主要取引先  

㈱電通国際情報サービス 

シャープドキュメントシステム㈱   

㈱ディエスジャパン  

経済産業省 

イナゴ㈱ 

（13） 
大株主及び  

持株比率  

TD投資事業組合 

㈲ﾌｧｲｱｰﾊﾞｰﾄﾞ 

井下 健一 

笹山 健生 

8.12％  

3.90％ 

3.74％  

3.74％   

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ投資事業組合 

東邦ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｿｼｴｲﾂ㈱ 

堤 栄二 

山﨑 公明 

笹川 裕司 

ﾋﾞｰﾋﾞｰﾈｯﾄ㈱ 

江口 紀代子 

寺田 航平 

三吉 康之 

38.19％ 

28.57％ 

10.47％ 

5.71％ 

5.71％ 

4.76％ 

2.85％ 

2.85％ 

0.85％ 
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（14） 主要取引銀行  
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

資本関係 該当事項はありません 

人的関係  該当事項はありません 

取引関係  該当事項はありません 
（15） 当事会社の関係  

関連当事者への該当状況 該当事項はありません  

（※）モバイルジャッジの株主であります、山﨑公明氏は平成20年５月26日付でお知らせいたしましたとおり、

平成20年６月27日開催予定の当社第39回定時株主総会に付議する、新任取締役候補者でございます。 

（※）トランスデジタル概要の（７）発行済株式数のみ平成20年４月30日現在の数になります。 

 

（16）最近3年間の業績                               （単位：百万円）  

 
トランスデジタル 

（完全親会社） 連結 

モバイルジャッジ

（完全子会社） 

 非連結  

事業年度の末日  
平成18年  

３月期  

平成19年  

３月期  

平成20年  

３月期  

平成19年  

７月期  

売上高  5,600 5,827 3,530 １

営業利益  △678 △31

経常利益  211 △793 △788 △31

当期純利益  △2,235 △5,670 △4,259 △11

1株当たり当期純利益（円）  △55.16 △122.41 △47.0 △18,943

1株当たり年間配当金（円）  - - - -

1株当たり純資産（円）  160.82 37.61 3.23 64,390

（注）モバイルジャッジにつきましては、平成19年２月設立であり、設立後２年目であるため、最近１年間（平

成19年２月～平成19年７月）の業績を記載しております。 
 
４．株式交換後の完全親会社の状況  

（1）  商号 トランスデジタル株式会社  

（2）  事業内容 システム開発事業・システム機器販売事業等 

（3）  本店所在地 東京都千代田区永田町2－4－3 永田町ビル５Ｆ 

（4）  代表者 代表取締役社長 後藤 幸英  

（5）  資本金の額 7,544,110千円 

（6）  総資産（連結） 現時点では確定しておりません。確定次第、速やかにお知らせいたします。 

（7）  純資産（連結） 現時点では確定しておりません。確定次第、速やかにお知らせいたします。 

（8）  事業年度の末日 ３月31日  

（9）  会計処理の概要 企業結合会計上、同行為は取得に該当する見込みです。なお、この処理に伴い、

のれんが発生した場合における金額及び償却年数等、現時点では確定しており

ませんので、監査法人と協議のうえ、確定次第お知らせいたします。 

 

５．今後の状況 

株式交換による業績への影響等含め、本株式交換にかかる詳細につきましては、株式交換契約書締結時

にお知らせいたします。また、本株式交換の計画に大幅な変更が生じた場合には、速やかにお知らせいた

します。  

 

以 上  

 



 

（別 紙） 

（*1）情報大航海プロジェクトに関するご説明 

経済産業省が平成18年から掲げるプロジェクトであり、次世代ITを『情報大航海』と定義し、有力IT企業

各社を集めて国産による、新世代検索技術などの開発を各社で行っています。日本国内の企業や研究所など

での検索技術の関する研究成果を集約し、次世代の検索技術の開発やビジョン、マーケティング・ビジネス

モデルの検討などを行っております。 

 

１． 情報大航海プロジェクトの背景・目的 

 今後、ITを通じたコミュニケーションは、テキスト情報から、個人の記録する動画像や会話、放送映像や

映画映像、商品情報やセンサー情報、生産履歴や交通履歴、刻一刻と変化する地理・気候情報など様々な情

報媒体に対象を広げ、その利用局面も、情報家電、車載端末、電子タグや、公共交通機関、企業の生産・流

通現場、市場の店頭など様々な局面へとダイナミックに拡大していくことが予想されます。 

 情報大航海プロジェクトでは、現在のパソコンによるホームページの中だけのテキスト中心の情報検索で

はない、個人の生活、ビジネスなどあらゆる局面で、必要なときに必要な情報を解析できる情報基盤（プラ

ットフォーム）を実現することによって、将来の情報経済社会におけるイノベーション創出環境を確立し、

わが国の産業の国際協力の向上などを目指します。 

 

 

 

 

 

（情報大航海プロジェクトHP http://www.igvpj.jp/ より抜粋） 

 

２． 情報大航海プロジェクトの取り組み 

(1)情報大航海プロジェクトの概要 

   情報大航海プロジェクトでは、多種多様な大量の除法の中から必要な情報を的確に検索・解析するた

めの技術（「次世代情報検索・解析技術」）を開発するとともに、それらを用いた先進的な事業について

実証することにより、技術の普及・展開を目指します。 

併せて、プライバシー、著作権を始めとする制度的課題について解決策および解決策を実現するため

のアクションプランの検討を行い、事業が自律的に展開していくための環境を整備します。 

 

(2)情報大航海プロジェクトの主な取り組み 

①次世代技術の実証 

「次世代検索・解析技術」を用いた、先進的な事業を実証・展開します。 

②共通技術の開発・展開・共通化 

    複数のサービスを連携させた新サービス創生のため、またTPOにあわせたその人のための情報提

供サービスを安心して利用できる環境づくりのために、個人の行動や嗜好情報のフォーマット共通

化およびプライバシー情報の管理技術開発など、実証事業や新たなサービスで利用される共通技術

の開発・展開・標準化を図ります。 

③知財バンク（仮称） 

知を連鎖させるイノベーション社会では、知識や知財を蓄積するだけではなく、それらを流通さ
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せることでその価値を向上させる必要があります。 

そこで情報大航海プロジェクトの成果を流通させる仕掛けとして知財バンク（仮称）を設計・構

築し、イノベーションを創出する実験を行います。 

④制度課題の解決 

    世界の市場で勝てる技術／サービスを実現するためには、著作権、プライバシー、個人情報保護、

機密情報保護、といった制度上の課題を解決していかなければなりません。そのために、海外の判

例の調査、現在の法制度の中での解決策の検討、法制度の改正も視野に入れたその先のアクション

プランの検討を行っていきます。 

⑤市場開拓 

      国際競争を見据え、将来の技術革新を可能とするサービス・技術を見出し、産業での広い活用を

図れるようにナレッジ・プロデュースを推進します。 

 

 

 

（情報大航海プロジェクトHP http://www.igvpj.jp/ より抜粋） 

 

３． プロジェクトのスケジュール 

情報大航海プロジェクトの期間は、平成21年度末までの3年間を想定しています。この3年間で、開発実証

企業による次世代技術の実証とともに、プロジェクトマネージャーの指揮の下、共通技術の開発を進めてい

きます。 

 年度ごとの計画としては、平成19年度には先端事業の実証、市場調査と通じて共通技術領域を選定。平成

20年度は選定した共通技術を開発します。実証事業については大規模実験を行うことで、より戦略的に選択

と集中を図ります。平成21年度には次年度以降の公的分野を始めとした技術の展開を視野に入れた実証事業

と、共通技術のグローバル展開を目指した取り組みを推進します。 

 

 

 

（情報大航海プロジェクトHP http://www.igvpj.jp/ より抜粋） 

 6

http://www.igvpj.jp/
http://www.igvpj.jp/


 

（*2）メガリサーチに関するご説明 

モバイルジャッジは『情報大航海』プロジェクト内における、実証事業の中で『メガリサーチ』事業を実

証・展開いたします。 

 

①実証事業の概要 

『メガリサーチ』は、インターネットの双方向性を活用し、人間がインタビューするかのように、利用

者の自由な回答に対して意味分析を行うことで、自動的に次の質問を作成します。このように、回答に応

じた問い返しを進め、深い階層までヒアリングを行うことによって、より精度の高い回答結果を引き出し

ます。さらに、デジタルTVで視聴された番組情報やインターネットの視聴情報などのデータを分析・収集

して蓄積し、これらの結果をもとに、「どういった商品を」、「どのメディアで宣伝すれば」、「どれだけ売

れるのか」をシミュレーションして予測します。大規模かつ統合的な次世代のリサーチ・マーケティング

システムです。  

②実証事業の特長 

□10万人規模のグループインタビューを自動化し、リアルタイムで集計ができます。 

対話型のシステムにより、グループインタビューのような今まで人間が対応してきた作業を自動化し 

   ます。大量かつ精度の高いデータをもとにした定性調査を実施することで、時間・コストの大幅な削減

が可能です。 

 

 ③実証事業の技術 

□ メガリサーチ・アンケートシステム 

インタビュー型のアンケートを行い、得られた結果を意味分析して分類集計します。 

□ コンシューマ・メガデータベース 

  メガリサーチ・アンケートが集計したデータをもとに、利用者の嗜好・属性を自動的に分析して蓄積

します。 

□ メディア・メガデータベース 

デジタルTVのセットトップボックス、PCのログ収集ソフトから、視聴情報を収集して蓄積します。 

□ マーケティング・メガシミュレータ 

データベースに蓄積された解析データをもとに、商品の需要予測、メディアの視聴予測、消費者の購

買予想のシミュレーションを行います。 

 

  ＜実証事業のイメージ＞ 

 

 

（情報大航海プロジェクトHP http://www.igvpj.jp/ より抜粋） 

 

                                   以 上 
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