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会社分割（吸収分割）契約締結に関するお知らせ 

 

 平成 19 年６月 13 日開催の当社取締役会において、当社は平成 19 年８月１日を効力発生日とし

て、下記のとおり株式会社ライブドアの livedoor ブロードバンドマンション事業（以下「マンシ

ョン ISP 事業」という。）に関する権利義務を会社分割（吸収分割）により承継する契約を締結す

ることを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．本件吸収分割の目的 

 当社は、平成 11 年にマンション向け ISP 事業を開始して以来、当社特有の運営ノウハウをもと

に、迅速で安定したカスタマーサポート及び居住者のニーズに対応したサービスを提供してまい

りました。さらに、単なる ISP 業務とは異なり、管理組合及び管理会社のマンション特有のニー

ズにも対応してまいりました結果、サービス戸数は順調に増加しております。 

一方、サービス導入戸数を増やすべく、マンションデベロッパー、管理会社等への営業活動の

強化に取り組んでおります。 

 このたび、インターネット事業会社「株式会社ライブドア」（株式会社ライブドアホールディン

グスの 100％子会社）と協議の結果、同社のマンション向け ISP 事業を吸収分割することとなり

ました。これにより、当社のマンション向け ISP 事業において、サービスマンション数 54 棟、サ

ービス戸数約 3,000 戸を増加することができ、当社事業基盤の強化につなげることとなりました。 

 

 

２．会社分割（吸収分割）の要旨 

 （１）会社分割（吸収分割）の日程 

    分割契約承認取締役会      平成 19 年６月 13 日 

    分割契約締結          平成 19 年６月 13 日 

    分割期日（効力発生日）     平成 19 年８月 １日 

        

    ※本会社分割は会社法第 784 条第３項に規定する簡易吸収分割であるため、分割契約の

株主総会承認は行われません。 

 

 （２）分割方式 

    当社を承継会社とし株式会社ライブドアを分割会社とする吸収分割（簡易分割）です。 

 

 （３）交付する金銭 

    当社は株式会社ライブドアに対して、承継するマンションISP事業に関して有する権利

義務の対価として、金銭57百万円の金銭の交付をします。 

 

  （４）交付する金銭の算定根拠等 

    ① 算定の基礎 

      交付する金銭の算定は、純資産価額法とディスカウンテッド・キャッシュフロー



方式（DCF方式）の両手法を用いて行っております。ディスカウンテッド・キャ

ッシュフロー法におきましては、本件マンションISP事業が将来生み出すキャッ

シュフローの予測に基づき、それらを一定の率で割引いた現在価値をもって評価

する方法であり、フリーキャッシュフロー創出に関らない資産については、原則

として現時点で獲得可能なキャッシュフローとして評価する方法にて算出して

おります。この方式によって算定される価値は、算定過程に将来収益の予測等の

前提要素が存在するために評価結果が影響されうる性質を有してはいるものの、

組織体としての企業の動的価値を表し、継続企業を評価する場合適した方法であ

ると考えております。 

 

    ② 算定の経緯 

      当社にて算定いたしました。 

 

    ③ 算定機関との関係 

      該当事項はありません。 

 

 （５）分割により増加する資本金等 

    本分割により資本金の増加はありません。 

 

 （６）株式会社ライブドアの新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

    該当する事項はありません。 

 

 （７）承継会社が承継する権利義務 

    承継会社が本件分割の対象事業を遂行する上で必要と判断される本件分割の対象事業に

関わる資産、負債、権利義務及び契約上の地位を継承いたします。 

 

 （８）債務履行の見込み 

    承継会社及び分割会社が分割後に負担する債務については、いずれも履行の見込みに問

題はないものと判断いたしております。 

 

 

３．分割当事会社の概要  

（１）商号 
株式会社ギガプライズ（承継会社）

平成 19 年３月 31 日現在 

株式会社ライブドア（分割会社）

平成 19 年４月２日現在 

（２）事業内容 

インターネットアクセスシステ

ム導入サービス、インターネッ

トサービス 他 

ポータルサイト運営事業 

データセンター運営事業 

（３）設立年月日 平成９年２月７日 平成 19 年４月２日 

（４）本店所在地 
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目

20 番３号 

東京都新宿区歌舞伎町二丁目 16

番９号 

（５）代表者の役職・

指名 
代表取締役 下津 弘享 代表取締役社長 出澤 剛 

（６）資本金 190 百万円 400 百万円 

（７）発行済株式総数 14,025 株 100,000 株 

（８）純資産 513 百万円 2,224 百万円 

（９）総資産 879 百万円 2,492 百万円 

（10）決算期 ３月 31 日 ９月 30 日 

（11）従業員数 90 名 約 280 名 

（12）主要取引先 株式会社アーツ ― 



オムロン株式会社 

ダイア建設株式会社 他 

（13）大株主及び持株

比率 

・下津 弘享 60.4％

・ﾕｰﾋﾞｰｴｽｴｰｼﾞｰﾛﾝﾄﾞﾝｱ

ｶｳﾝﾄｱｲﾋﾟｰﾋﾞｰｾｸﾞﾘｹﾞ

ｲﾃｯﾄﾞｸﾗｲｱﾝﾄｱｶｳﾝﾄ 
常任代理人 ｼﾃｨﾊﾞﾝ
ｸ・ｴﾇ・ｴｲ東京支店 

3.2％

・松本 泰三 3.0％

・株式会社ﾊﾞﾄﾗｧｰｽﾞ 2.1％

・平川 寛久 1.6％

・佐々木 強男 1.4％

・ｼﾞｬｲｸ・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ

2 号投資事業有限責

任組合 無限責任組

合員 日本ｱｼﾞｱ投

資株式会社 

1.4％

・有限会社倭住販  1.4％

・有限会社ﾘｯﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝ

ｸﾞ 
1.4％

・下津 基之 1.1％ 

株式会社ライブドアホールディン

グス（100%） 

（14）主要取引銀行 

りそな銀行 

三菱東京 UFJ 銀行 

みずほ銀行 

三菱東京 UFJ 銀行 

三井住友銀行 

みずほ銀行 

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 
ギガプライズは、ライブドアからマンションインターネッ

トサービスの顧客対応業務の委託を受けております。 （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。 

 （注）株式会社ギガプライズにつきましては、平成 19 年３月 31 日現在、株式会社ライブドア

につきましては、平成 19 年４月２日現在の状況です。 

 

（16）最近３決算期間の業績 

（単位：百万円） 

 株式会社ギガプライズ（承継会社） 株式会社ライブドア（分割会社） 

決算期  17年３月期  18年３月期  19年３月期  17年３月期  18年３月期  19年３月期

売上高 1,060 1,237 1,709 ― ― ―

営業利益 35 102 215 ― ― ―

経常利益 31 101 182 ― ― ―

当期純利益 12 59 104 ― ― ―

１株当たり

当期純利益

（円） 

2,424.68 9,461.36 8,834.46 ― ― ―

１株当たり

配当金（円） 
― ― 1,500 ― ― ―

１株当たり

純資産（円） 
26,345.34 23,249.09 36,619.38 ― ― ―



（注）株式会社ライブドアにつきましては、設立年月日が平成 19 年４月２日であるため最近３

決算期間の業績はありません。 

 

 

４．承継する事業部門の内容 

 （１）マンション ISP 事業の内容 

集合住宅（マンション）居住者向けに特化したインターネット接続サービス事業 

 

 （２）マンション ISP 事業における経営成績 

 マンション ISP 事業（a） 当社 19 年３月期実績（b） 比率（a/b）

売上高 119 百万円 1,709 百万円   6.96％ 

売上総利益   55 百万円 519 百万円   10.60％

営業利益 43 百万円 215 百万円   20.00％

経常利益 43 百万円 182 百万円   23.62％

 （注）マンション ISP 事業（a）の経営成績の期間は、平成 17 年 10 月から平成 18 年 9 月とな

り、旧株式会社ライブドア（現株式会社ライブドアホールディングス）における経営成績

であります。 

 

 

５．承継後の当社の状況 

 （１）商号     変更はありません。 

 

 （２）事業内容   変更はありません。 

 

 （３）本店所在地  変更はありません。 

 

 （４）代表者    変更はありません。 

 

 （５）資本金    変更はありません。 

 

 （６）決算期    変更はありません。 

 

 （７）会計処理の概要 

    本件吸収分割は、分割会社への支払対価から、移転する資産と負債の簿価との差額を減

算した金額をのれんとして計上いたします。なお、当該のれんの償却方法につきまして

は、その効果のおよぶ期間（７年）にわたり均等償却を行い、販売費及び一般管理費と

して処理する予定であります。 

 

 （８）分割による業績への影響の見通し 

    平成20年３月期につきましては、平成19年８月よりの承継となるため軽微でありますが、

平成21年３月期につきましては、譲受したマンションでの営業活動を積極的に行うこと

により、さらなる業績拡大を図ってまいります。詳細につきましては明確になり次第ご

報告いたします。 

 

以上 


