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子会社の異動について 
 
 
 当社は、平成 20年 10月 24日に当社の子会社である株式会社電通イー・リンク（本社：
東京都港区、代表取締役社長：永野良弥、以下 Del）と 24/7 Real Media, Inc.（本社：米国
ニューヨーク州、Chairman / Founder：David J. Moore、以下 24/7RM）の子会社である
株式会社 24-7 Search（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：鄭在祐（ジョン・ジェウ）、
以下 24-7 Search）の合併を発表いたしましたが、本日、両社の合併及び当社による合併新
会社の株式取得のスケジュールが確定いたしましたので、お知らせいたします。 
 Delは、平成 21年 1月 1日の 24-7 Searchとの合併により社名を株式会社電通サーチ＆
リンク（以下 DSL）に変更いたします。また、その時点で当社の持株比率が 33%となり、
当社の子会社ではなくなりますが、その後、平成 21年 1月 30日に株式会社電通（本社：
東京都港区、代表取締役社長：髙嶋達佳、以下 電通）が保有する DSL の株式の一部を取
得し、株式取得後の当社の持株比率は 51％となり、再び当社の子会社となります。 
 
1、異動（合併及び株式取得）の日程 
・合併当事会社の合併承認株主総会 24-7 Search：平成 20年 12月 25日 
                                     Del     ：平成 20年 12月 26日 
・合併効力発生日（子会社でなくなる日）       ：平成 21年 1月 1日 
・株式取得日（再び子会社となる日）    ：平成 21年 1月 30日 
 
2、異動子会社の概要 
（1）商 号： 株式会社電通サーチ＆リンク 
（2）事 業 内 容： インタラクティブ領域を中心としたマーケティングサービス業 
（3）本社所在地： 東京都港区西新橋 1-5-11 11東洋海事ビル 5F/8F 
（4）代 表 者： 代表取締役社長 CEO 松岡 健（現 24-7 Search取締役社長） 
（5）資 本 金： 400百万円 
（6）決 算 月： 3月 
（7）発行済株 式数： 41,600株 



3、株式取得の相手先概要 
（1）商 号： 株式会社電通 
（2）代 表 者： 代表取締役社長 髙嶋 達佳 
（3）本社所在地： 東京都港区東新橋 1-8-1 
（4）事 業 内 容： 広告業 
（5）取 得 株 数： 14,688株  
（6）取 得 金 額： 157百万円（概算） 
 
4、株式取得前及び株式取得後の所有株式数及び持株比率 
＜取得前＞    ＜取得後＞ 
当社 ：26,928株（33％）  当社  ：41,616株（51％） 
電通 ：34,272株（42％）  電通 ：19,584株（24％） 
24/7RM ：20,400株（25％）  24/7RM ：20,400株（25％） 
 

5、連結業績に与える影響 

 平成 20 年 10 月 24 日に発表いたしました「当社子会社である株式会社電通イ
ー・リンクの合併について」にてお知らせしましたとおり、本件による本年度の

当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 
 
＜参考：合併当事会社の概要＞ 
（１）商 号： 株式会社電通イー・リンク 
（２）事 業 内 容： 広告業 
（３）設立年月日： 平成 15年 7月 1日   
（４）本社所在地： 東京都港区西新橋 1-5-11 11東洋海事ビル 8F  
（５）代 表 者 名： 代表取締役社長 永野 良弥 
（６）資 本 金： 400百万円  
（７）発行済株 式数： 40,800株（平成 20年 12月 26日現在） 
（８）純 資 産： 501百万円（平成 20年 3月 31日現在）  

（９）総 資 産： 1,087百万円（平成 20年 3月 31日現在）  
（10）決 算 月： 3月 
（11）大株主及 び 持 株 比 率： 当社：66％、電通：34％ 
（12）前年度実績：   売上高 3,450百万円 当期純利益 35百万円 
 
 
 



（１）商 号： 株式会社 24-7Search 
（２）事 業 内 容： 広告業 
（３）設立年月日： 平成 17年 8月 16日   
（４）本社所在地： 東京都港区新橋 6-17-19 新御成門ビル 3F 
（５）代 表 者 名： 代表取締役 CEO 鄭在祐（ジョン・ジェウ） 
（６）資 本 金： 209百万円  
（７）発行済株 式数： 8,160株（平成 20年 12月 26日現在）  

（８）純 資 産： 436百万円（平成 19年 12月 31日現在）  
（９）総 資 産： 861百万円（平成 19年 12月 31日現在）  
（10）決 算 月： 12月 
（11）大株主及 び 持 株 比 率： 24/7RM：50％、電通：50％ 
（12）前年度実績：   売上高 2,476百万円 当期純利益 18百万円 
 
 

以上 
 

 


