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連結子会社との合併に関するお知らせ 
 

当社は、2006年 8月 24日開催の取締役会において、2006年 9月 30日付で連結子会社の

株式会社ココデス（以下、ココデス）と合併することを決定しましたので、お知らせします。 

記 
 
1. 合併の理由 

当社は、2004年12月に、実質休眠状態にあったココデスについて事業再編が機動的に進められ 

よう完全子会社化しましたが、現時点において事業再編時に有効活用できる機会がないため、合併

することを決定しました。 

 

2. 合併の要旨 

（1）合併の日程 
合併契約書承認取締役会 2006年 8月 24日 

合併契約書調印 2006年 8月 24日 

合併期日 2006年 9月 30日 （予定） 

合併登記 2006年 10月 2日 （予定） 

※会社法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、 

当社およびココデスは株主総会の承認を得ることなく合併します。 

（2）合併方式 

当社を存続会社とする簡易合併方式で、ココデスは解散します。 

（3）合併比率 

当社はココデスの全株式を保有しているため、新株式の発行および資本金の増加は行いません。 
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（4）合併交付金 

合併交付金の支払いはありません。 

 

3. 合併当事会社の概要                                 （2006年 6月 30日現在） 

  合併会社 被合併会社 

（1） 商号 株式会社エムティーアイ 
（MTI） 株式会社ココデス 

（2） 事業内容 携帯電話向けコンテンツ配信、 
携帯電話販売 等 事業休止中 

（3） 設立年月日 1996年 8月 12日 1999年 12月 1日 

（4） 本店所在地 東京都新宿区西新宿 3-20-2 
東京オペラシティタワー35F 

東京都新宿区西新宿 3-20-2 
東京オペラシティタワー35F 

（5） 代表者 代表取締役社長 
前多 俊宏 

代表取締役社長 
中村 博之 

（6） 資本金の額 2,469百万円 225百万円 

（7） 発行済株式総数 84,117.91株 4,700株 

（8） 純資産 6,837百万円 18百万円 

（9） 総資産 9,627百万円 19百万円 

（10） 事業年度の末日 9月 30日 9月 30日 

（11） 従業員数 225人 ― 

（12） 主要取引先 

（販売） 

KDDI株式会社 
株式会社 NTT ドコモ 
（仕入） 

KDDI株式会社 

（販売） 

― 

 

（仕入） 

― 

（13） 

大株主および 

持株比率 

（2006年 3月 31日現在） 

①前多 俊宏 

②株式会社ケイ・エム・シー 

③日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社 

17.4%
15.0%
6.2%

株式会社エムティーアイ  100%
 

（14） 主要取引銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三井住友銀行 

資本関係 合併会社の 100％子会社 

人的関係 合併会社の部長が代表取締役を兼務 （15） 当事会社の関係 

取引関係 ― 
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（16）最近 3決算期の業績  

  合併会社 被合併会社 

 決算期 2003年 
 9月期 

2004年 
9月期 

2005年 
9月期 

2003年 
 9月期 

2004年 
9月期 

2005年 
9月期 

 売上高（百万円） 9,914 8,443 9,859 191 105 ―

 営業利益（百万円） 423 379 510 △116 △82 △1

 経常利益（百万円） 347 222 445 △116 △80 △1

 当期純利益（百万円） 123 559 234 △118 △131 △1

 1株当たり当期純利益（円） 1,974.30 8,669.27 3,300.69 △25,166.53 △27,933.73 △373.03

 1株当たり配当金（円） 340 340 340 ― ― ―

 1株当たり純資産（円） 53,221.01 63,521.92 82,243.11 45,727.75 4,585.56 4,212.52

 
4. 合併後の当社の状況 

（1） 商   号 株式会社エムティーアイ 

（2） 事業内容 携帯電話向け音楽・情報コンテンツ配信 等 

（3） 本店所在地 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー35F 

（4） 代表者 代表取締役社長 前多 俊宏 

（5） 資本金の額 2,469百万円 

（6） 総資産 9,626万円（△1百万円）  
（注）（ ）内は合併による影響見込み額です。 

（7） 事業年度の末日 9月 30日 

（8） 業績に与える影響 2006年 7月31日に発表しました 2006年 9月期の連結業績予想に織り込み
済みであり、連結業績予想の変更はありません。 

 
 

以  上 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
株式会社エムティーアイ 経営企画室 （松本・橋迫） 

TEL： 03-5333-6323   FAX： 03-3320-0189 
E-mail： ir@mti.co.jp   URL： http://www.mti.co.jp 

 


