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平成 21 年２月 18 日 

各  位 

会 社 名 株式会社ＧＤＨ 

代表者名 代表取締役副社長 石川 真一郎 

    (コード番号：3755 東証マザーズ) 

問合せ先 執行役員ＣＦＯ  進士 裕志 

電  話 03－5358－1922（代表） 

 

 

当社と 100％子会社との吸収合併および商号変更、本店所在地の変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 21 年２月 18 日開催の当社取締役会において、平成 21 年４月１日を効力発生日

として、当社の 100％子会社である株式会社ゴンゾを吸収合併し、同平成 21 年４月１日付けで

商号の変更及び本店所在地の変更を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。（本

合併は、100％子会社を合併するものであるため、開示事項・内容を一部省略して開示しており

ます。） 

 なお、本合併及び商号変更、本店所在地の変更は、平成 21 年３月６日開催の当社臨時株主総

会における承認が得られることを条件としております。 

 

 

記 

Ⅰ.合併について 

１. 合併の目的 

 当社は、平成 20 年 11 月 10 日付「構造改革の断行及び成長戦略策定に関するお知らせ」

において公表のとおり、当社が来期以降確実に収益を確保するためには、成長戦略のベー

スとなる事業体質とコスト構造を実現させることが必要不可欠と判断し、構造改革の断行

を行い、経営戦略の策定に着手いたしました。 

 その後、当社のグループ経営の効率化及び経営資源の有効活用を図るため、当社子会社

事業を見直し、経営統合について鋭意検討した結果、当社及び株式会社ゴンゾの合併によ

る経営統合を行うことが最善の施策と判断いたしました。 

 本合併により、アニメーション事業を集約し、オフィスの統合や重複する間接業務の解

消と共有化等、人材の有効活用と販売管理費の削減を行うことで、経営の更なる効率化を

図ってまいります。 

 また、本合併と同時に当社は、グループ全体でのブランド力強化による成長戦略を策定

していくにあたり、「創業の原点」に返ってアニメーション制作事業を中心としてグロー

バルな成長を目指すために、企業ブランドを統合し、アニメーション業界で世界的に浸透

している「ＧＯＮＺＯ」ブランドを継承し、商号を株式会社ゴンゾに変更いたします。両

社が合併し、企業ブランドを統一することで社員の求心力とアイデンティティの高揚を図

り、オンラインゲーム事業を行う当社グループ会社の株式会社ゴンゾロッソとともに、グ

ローバルに通用する優良なコンテンツ会社として、企業価値の向上に取り組んでまいりま

す。 
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２. 合併の要旨    

(1) 合併の日程（予定） 
合併決議取締役会 平成 21 年２月 18 日 

合併契約締結 平成 21 年２月 18 日 

株主総会基準日公告 平成 20 年 11 月 22 日 

株主総会基準日 平成 20 年 12 月９日 

合併承認株主総会 平成 21 年３月６日 

合併予定日（効力発生日） 平成 21 年４月１日 

 

(2) 合併方式 
 株式会社ＧＤＨを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ゴンゾは解散いたします。

なお、平成 21 年３月６日開催の当社臨時株主総会において、合併契約承認決議及び定款

一部変更決議を得ることを条件に、存続会社である株式会社ＧＤＨは、本合併の効力発生

日にその称号を「株式会社ゴンゾ」に改めるとともに、本店所在地を東京都練馬区に移転

いたします。 

 

(3) 合併比率 
 当社は、株式会社ゴンゾの全株式を保有しているため、合併に際して新株式の発行は行

いません。 

 

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
 株式会社ゴンゾは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

 

３. 合併当事会社の概要    

（平成 20 年 12 月 31 日現在） 

（1）商号 株式会社ＧＤＨ（存続会社） 株式会社ゴンゾ（消滅会社）

（2）主な事業内容 グループ企業の経営戦略策定、

コンテンツ投資、版権管理 等 

アニメーションの企画、開

発、制作 等 

（3）設立年月日 2000 年 2 月 1992 年９月 

（4）本店所在地 東京都新宿区西新宿四丁目 33

番４号  

東京都練馬区豊玉中二丁目

27 番 12 号 

（5）代表者の役職・氏名 代表取締役 石川 真一郎 代表取締役 藤田 純二 

（6）資本金の額 3,361,473 千円 260,000 千円       

（7）発行済株式総数 233,743 株 9,600 株 

（8）純資産 1,093,743 千円 △1,403,343 千円     

（9）総資産 6,129,433 千円 1,256,666 千円      

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）従業員数 43 名 72 名 

（12）主要取引先 株式会社創通 

株式会社角川グループパブリ

ッシング 

バンダイビジュアル株式会社  

株式会社ＧＤＨ      

（13）大株主および持株比率 いわかぜ１号投資事業有限責

任組合   80.6％ 

株式会社ＧＤＨ  100％ 
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（14）主要取引銀行 株式会社りそな銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社三井住友銀行   

資本関係 消滅会社は、存続会社の 100％子会社です。 

人的関係 存続会社の取締役１名が消滅会社の取締役を

兼務しております。 

（15）当事会社の関係 

 

取引関係 存続会社は消滅会社に役務提供等を行ってお

ります。 

 

 

４. 最近３年間の業績    

（単位：百万円） 

 株式会社ＧＤＨ（存続会社） 株式会社ゴンゾ（消滅会社） 

決算期 
平成 20 年 

３月期 

平成 19 年

３月期 

平成 18 年

３月期 

平成 20 年

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 18 年

３月期 

売上高   3,375   4,808 3,846 2,772 3,916 4,227

営業利益 △2,630 △1,206  195   △636 △536    249

経常利益 △3,499 △1,240  212  △650 △537    258

当期純利益 △4,285 △1,602  124   △742 △911    163

 

 

５. 合併後の状況 

(1) 商 号 株式会社ゴンゾ 

(2) 事業内容 アニメーションの企画・制作、版権管理等 

(3) 本店所在地 東京都練馬区豊玉中二丁目 27 番 12 号 

(4) 代表者の役職・氏名 取締役社長  柄澤哲夫 
(5) 資本金 3,361,473 千円 

(6) 純資産 △309,600 千円 

(7) 総資産 7,386,099 千円 

(8) 決算期 ３月 31 日 

（注）１. 合併後の本店所在地は、平成 21 年３月６日開催の当社臨時株主総会において、合

併契約承認決議及び定款一部変更決議を得ることを条件としております。 

    ２. 合併後の代表者は、平成 21 年３月６日開催の当社臨時株主総会において、株主の

皆様からの選任決議をいただき、その後の当社取締役会において、代表取締役社長

への就任を予定しております。 

 

 

６. 今後の見通し 

 本合併は、当社 100％子会社との合併であるため、連結業績に与える影響はありません。 
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Ⅱ．株式会社ＧＤＨ（存続会社）に係る商号変更及び本店所在地の変更について 

１. 変更の内容 

新商号（英文表記）： 株式会社ゴンゾ（ＧＯＮＺＯ Ｋ.Ｋ.） 

新本店所在地 ： 東京都練馬区 

  

２. 変更日 

平成 21 年４月１日 （株式会社ゴンゾとの合併効力発生日） 

 

３. 変更の理由 

当社は、このたび「創業の原点」に返ってアニメーション制作事業を中心としてグロー

バルな成長を目指すために、アニメ業界で世界的に浸透している「ＧＯＮＺＯブランド」

をそのまま商号とすることとし、ブランド戦略を強化することといたしました。 

 当社の前身である有限会社ゴンゾは、アニメ制作のプロ意識の高いクリエーターを中心

に平成４年に創業し、アニメでしか表現できない映像を求めて、世界に誇れる日本のアニ

メを生み出すことを目指してまいりました。 

 今回の会社再編を機に、今後、グループ全体でのブランド力強化による成長戦略を策定

していくにあたり、ひとことで説明が難しい「ＧＤＨ」という商号を改め、「ＧＯＮＺＯ

ブランド」と同じ社名のもとに社員の求心力とアイデンティティの高揚を図ります。オン

ラインゲーム事業の株式会社ゴンゾロッソとともに、グローバルに通用する優良なコンテ

ンツ会社として、グループの総合力及び企業価値を高めていくために商号を変更すること

といたしました。 

 

４. 定款変更案 

現 行 定 款 変  更  案 

第１章  総 則 

（商号） 

第１条  当会社は、株式会社ＧＤＨと称

し、英文では、ＧＤＨ Ｋ.Ｋ.と

表示する。 

 

第１章  総 則 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ゴンゾと称し、

英文では、ＧＯＮＺＯ Ｋ.Ｋ.と

表示する。 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店所在地を東京都新宿

区に置く。 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店所在地を東京都練馬

区に置く。 

 

 

（新 設） 

 附則 

第３条 第１条及び第３条の変更は、平成

21 年４月１日に効力を発生する。

    なお、本附則は効力発生日経過後こ

れを削除する。 

 

以 上 

 


