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平成 18年 12月 21日 

 

    各      位 
株 式 会 社ｽﾍﾟｰｽｼｬﾜｰﾈｯﾄﾜｰｸ   
代表取締役社長   中井  猛    

                                                  （ J A S D A Q・コード４８３８） 

問い合わせ先 

取締役管理担当    内田   正宏  

Tel  ０３－３５８５－３２４２  

 （ＵＲＬ http://www.spaceshower.net/ ） 

 

e 天気事業の簡易会社分割及び株式交換による 

分割後の連結子会社の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成１８年１２月２１日開催の取締役会にて、平成１９年３月１日を期して、下記のとおり当

社が営むe天気事業（気象情報サービス等）を連結子会社である株式会社eTENに吸収分割し、その上で、

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが株式会社eTENを株式交換により完全子会社化す

ることに関して、基本合意いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１． 会社分割及び株式交換による事業譲渡の目的 

 

  当社は、1996年10月からパーフェクTV！(現スカイパーフェクTV！) で、日本初の気象情報専門
チャンネル「e-天気.net」を開始しました。その後、ケーブルテレビやインターネット、携帯サイト

へサービスを拡大し、2005年3月には気象情報番組の制作を行う株式会社eTENを設立しました。しか

し、先般中期経営計画を策定する中で、当社は音楽分野の事業に経営資源の集中と選択を行って成長

を目指すこととし、結果、気象情報サービス関連業務は当社が今後経営資源を集中すべき事業領域で

はないと判断しました。また、事業譲渡の相手先である株式会社スカイパーフェクト・コミュニケー

ションズは、同チャンネルの運営に加えて、防災情報の臨時速報など、同社のプラットフォーム機能

の強化を検討することとしています。以上を踏まえて、今回のe天気事業売却の基本合意に至りまし

た。 

    上記事業売却に先立ち、現在当社の中に存在するe天気事業の一部（放送やモバイルに関する運

営）を簡易会社分割により株式会社eTEN（現在は番組制作等の業務）に吸収分割することで、同社が

e天気事業を一体的に運営可能な状態にすることが会社分割の目的です。 

 

２． 会社分割の要旨 

 

(1)分割の日程 

分割契約承認取締役会 平成１８年１２月２１日 

分割契約締結     平成１８年１２月２１日 

分割契約承認株主総会 平成１９年 １月２４日（予定）※株式会社eTEN株主総会 
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分割期日（効力発生日）平成１９年 ３月 １日（予定）  

株券交付日      平成１９年 ３月 １日（予定） 

分割登記       平成１９年 ３月 ２日（予定） 

 

(2)分割方式 

 当社を分割会社とし、既存の株式会社eTENを承継会社とする物的分割です。 

 

(3)株式の割当 

本分割により、株式会社eTENは当社に対し普通株式７００株を交付いたします。 

 

(4)会計処理の概要 

本件は、企業結合会計基準における共通支配下の取引に該当します。 

なお、本分割により「のれん」は発生いたしません。 

 

(5)承継会社が承継する権利義務 

 当社は、e天気事業を遂行する上で必要と判断される当該事業にかかる資産及び契約上の地位など      

 の権利・義務を株式会社eTENに承継いたします。   

(6)債務履行の見込み 

 本分割において、当社及び株式会社eTENが負担すべき債務については、当社の資産、負債及び純資

産の額、今後の事業展開、損益の見通しなどを勘案し、履行の見込みに問題はないと判断しており

ます。 

 

(7)分割当事会社の概要 

 

                                平成１８年９月３０日現在 

（１） 商号 株式会社スペースシャワーネ

ットワーク（分割会社） 

株式会社eTEN（承継会社） 

（２） 主な事業内容 ＣＳ（スカイパーフェクＴＶ）

及びＣＡＴＶ向けの番組供給

並びに広告販売等 

気象情報番組制作 

（３） 設立年月日 平成８年１２月２４日 平成１７年３月９日 

（４） 本店所在地 東京都港区六本木３丁目１６

番３５号 

東京都港区六本木３丁目１６番３

５号 

（５） 代表者 代表取締役社長 中井 猛 代表取締役社長 渥美 雅仁 

（６） 資本金の額 １，７８６百万円 ８０百万円 

（７） 発行済株式総数 １０６，８３６株 １，６００株 

（８） 純資産 ３，８３０百万円 ９４百万円 

（９） 総資産 ４，８３３百万円 １４７百万円 

（10） 事業年度の末日 毎年３月３１日 毎年３月３１日 

（11） 従業員数 ５０名 ７名 

（12） 主要取引先 電通㈱ 

㈱ｽｶｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

 

株式会社スペースシャワーネット

ワーク 
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（13）大株主及び持株比

率（ 平成１８年９月３

０日） 

1.伊藤忠商事㈱（50.50％） 

2.㈱ｽｶｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

（9.98％） 

3.㈱博報堂ＤＹﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

（1.49％） 

4.ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱（1.10％）

1. 株式会社スペースシャワーネッ
トワーク（100.0％） 

（14） 主要取引銀行 ㈱三井住友銀行 ㈱三井住友銀行 

資本関係 100%連結子会社 

人的関係 出向者６名 

（15） 当事会社の関係 

取引関係 番組制作等 

(8)最近３決算期間の業績 

 

 株式会社スペースシャワーネッ

トワーク（分割会社） 
株式会社eTEN（承継会社） 

決算期 16／3 17／3 18／3 16／3 17／3 18／3 

売上高（ 百万円） 6,281 6,361 6,635 ─ 0 241

営業利益（ 百万円） 442 454 546 ─ 0 28

経常利益（ 百万円） 427 433 547 ─ 0 28

当期純利益（百万円） 35 265 287 ─ 0 16

1 株当たり 

当期純利益( 円) 1,345.18 9,260.27 2,500.12 ─ 0 10,339.78

1 株当たり 

年間配当金( 円) 5,000 5,000 1,250 ─ 0 0

1 株当たり 

株主資本( 円) 

131,268.

65 

138,291.

59 

36,347

.68 
─ 49,860 60,339.78

※株式会社eTENは、平成１７年３月設立のため16／3期は記載がありません。また、17/3期の業績は軽微

となっております。 

(9)分割する事業部門の内容 

①e天気事業部門の内容 

 気象予報を中心とした放送事業及び携帯電話上での気象情報の販売事業など 

②e天気事業部門の平成１８年３月期における経営成績 

 

 e天気事業部門(ａ) 当社１８年３月期実績

(ｂ) 
比率(ａ/ｂ) 

売上高 736百万円 6,635百万円 11.1％

売上総利益 118百万円 1,580百万円 7.5％

営業利益 107百万円 546百万円 19.6 ％

経常利益 65百万円 547百万円 11.9%

(10)承継させる資産、負債の項目および金額（平成１９年３月１日見込み） 

 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 15百万円 流動負債 0百万円

固定資産 50百万円 固定負債 7百万円

合計 65百万円 合計 7百万円
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＊承継資産については、分割期日における見込み額です。 

 

(11)分割後の当社の状況 

当社の商号、本店所在地、代表者、資本金につきましては変更ありません。 

 

３． 会社分割後の株式交換の要旨 

 

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズは、当社の連結子会社である株式会社eTENを株

式交換により完全子会社化いたします。 

  (1)今後の予定 

平成 18 年 12 月 21 日 株式交換基本合意承認取締役会 

（株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズと当社） 

平成 19 年 1 月下旬  株式交換契約承認取締役会 

（株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズと株式会社eTEN） 

※株式交換は、吸収分割完了後すみやかに行う予定です。 

 

(2)株式交換比率と会計処理の概要 

株式交換の比率や算定根拠、および会計処理の概要については、現時点では未定です。 

 

   (3)株式会社eTENの新株予約権に関する取扱い 

該当事項はありませんが、株式会社スペースシャワーネットワークにおいて、株式会社eTENに出向し

ている従業員に付与された新株予約権は、株式交換期日以降自動的に失効いたします。 

 

(4)株式交換当事会社の概要 

平成１８年９月３０日現在 

（１） 商号 株式会社ｽｶｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼ

ｮﾝｽﾞ（証券コード：4795） 

（完全親会社） 

株式会社eTEN 
 
（完全子会社） 

（２） 主な事業内容 有料多チャンネル放送プラッ

トフォームサービス 

気象情報番組制作 

（３） 設立年月日 平成６年１１月１０日 平成１７年３月９日 

（４） 本店所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目１５

番１号 

東京都港区六本木３丁目１６番３

５号 

（５） 代表者 代表取締役社長 仁藤 雅夫 代表取締役社長 渥美 雅仁 

（６） 資本金の額 ５０，０８３百万円 ８０百万円 

（７） 発行済株式総数 ２，１５２，９２４株 １，６００株 

（８） 純資産 ９１，０７１百万円 ９４百万円 

（９） 総資産 １１３，６４１百万円 １４７百万円 

（10） 事業年度の末日 毎年３月３１日 毎年３月３１日 

（11） 従業員数 ４７６名（連結） ７名 

（12） 主要取引先 株式会社ペイ・パー・ビュ

ー・ジャパン 

 

株式会社スペースシャワーネット

ワーク 
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（13）大株主及び持株比

率（ 平成１８年９月３

０日） 

1.㈱ソニー・放送ﾒﾃﾞｨｱ

（12.47％） 

2.㈱フジテレビジョン

（12.47％） 

3.伊藤忠商事㈱（12.47％） 

4.ジェイサット㈱（6.91％） 

2. 株式会社スペースシャワーネッ
トワーク（100.0％） 

（14） 主要取引銀行 株式会社みずほコーポレート

銀行、株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行 他 

㈱三井住友銀行 

資本関係 該当ありません 

人的関係 該当ありません 

（15） 当事会社の関係 

取引関係 該当ありません 

 

４． 業績に与える影響 

本件による連結および個別業績に与える影響につきましては、精査の上、確定し次第速やかに開示を

行う予定であります。 

 

 

                                                                                 

 以  上 

 


