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（変更）「当社子会社クリエイティヴ・コア株式会社の会社分割による教育・ゲーム・ 

音楽ソフト事業の承継に関する詳細決定のお知らせ」の一部変更について 

 

当社は、平成 21 年 11 月６日に開示いたしました「当社子会社クリエイティヴ・コア株式会社の

会社分割による教育・ゲーム・音楽ソフト事業の承継に関する詳細決定のお知らせ」のうち、100％

出資子会社であるクリエイティヴ・コア株式会社の教育・ゲーム・音楽ソフト事業の承継について、

その内容を一部変更いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．変更の内容について 

平成21年11月６日付で、当社がクリエイティヴ・コア株式会社の教育・ゲーム・音楽ソフト

事業の承継を行う旨を開示いたしましたが、同事業のうち音楽出版事業について、当社グルー

プにおいて音楽出版事業を行うコロムビアソングス株式会社に承継することといたしました。 

また、この変更に伴い、当社が承継する事業の平成21年３月期および平成21年９月期におけ

る経営成績ならびに承継する資産および負債の金額が変更となります。 

 

（変更前） 

承継対象となる事業の平成 21 年３月期および平成 21 年９月期における経営成績 

 平成 21 年３月期 平成 21 年９月期

（第２四半期） 

売上高 1,433 百万円 654 百万円

営業利益 △91 百万円 △52 百万円

経常利益 △91 百万円 △58 百万円

 

承継する資産および負債の金額（平成 21 年９月 30 日現在） 

 帳簿価額 

資産 765 百万円

負債 559 百万円

 



（変更後） 

承継対象となる事業の平成 21 年３月期および平成 21 年９月期における経営成績 

 平成 21 年３月期 平成 21 年９月期

（第２四半期） 

売上高 1,432 百万円 653 百万円

営業利益 △91 百万円 △52 百万円

経常利益 △91 百万円 △58 百万円

 

承継する資産および負債の金額（平成 21 年９月 30 日現在） 

 帳簿価額 

資産 764 百万円

負債 558 百万円

 

Ⅱ．音楽出版事業の承継について 

１．会社分割の目的について 

当社はクリエイティヴ・コア株式会社の教育・ゲーム・音楽ソフト事業を承継いたしますが、

同事業のうち音楽出版事業については、業務効率を考慮し、当社グループにおいて音楽出版事

業を行うコロムビアソングス株式会社に事業承継いたします。 

 

２．会社分割の要旨について 

（1）会社分割の日程 

平成 21 年 11 月 11 日 吸収分割契約締結日 

平成 22 年１月 １日 吸収分割の効力発生日（予定） 

（注）本分割は、コロムビアソングス株式会社においては会社法第 796 条第３項およびクリ

エイティヴ・コア株式会社においては、会社法第 784 条第３項の規定による簡易分割

により、株主総会の決議を経ずに行います。 

（2）会社分割の方式 

   クリエイティヴ・コア株式会社を分割会社とし、コロムビアソングス株式会社を承継会社と

する吸収分割方式です。 

（3）会社分割に係る割当ての内容 

   会社分割による株式等の割当てはありません。 

（4）会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

   該当事項はありません。 

（5）承継により増加する資本金 

   承継により増加する資本金はありません。 

（6）承継会社が承継する権利義務 

   コロムビアソングス株式会社は、吸収分割の効力発生日においてクリエイティヴ・コア株式

会社が行う音楽出版事業に係る資産、負債、権利義務および契約上の地位を承継します。な

お、債務の承継については免責的債務引受の方法によります。 



（7）債務履行の見込み 

   コロムビアソングス株式会社およびクリエイティヴ・コア株式会社は、資産が負債を上回っ

ており、本分割後もその履行を担保するに足りる純資産が存在することが見込まれ、また、

債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ認識されていないため、本分割後にお

いても、各社が負担すべき債務につき履行の確実性に問題はないものと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要について（平成 21 年３月 31 日現在） 

  承継会社 分割会社 

１. 商号 コロムビアソングス株式会社 クリエイティヴ・コア株式会社 

２. 本店所在地 東京都港区 東京都港区 

３. 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宅間 正純 代表取締役社長 須藤 勝味 

４. 主な事業内容 音楽著作権の取得、管理、開発、利用

及び原盤制作等 

映像、音楽、ゲームソフト等の制

作、販売、テレビ番組の編集、映

像、音声記録メディアの仕入、販

売 

５. 資本金 20 百万円 100 百万円 

６. 設立年月日 昭和 49 年 9月 21 日 昭和 54 年 10 月 29 日 

７. 発行済株式数 普通株式              30,000 株 普通株式              2,000 株

８. 決算期 ３月 ３月 

９. 大株主及び持株比率 ｺﾛﾑﾋﾞｱﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ株式会社 

 100.00%

ｺﾛﾑﾋﾞｱﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ株式会社 

 100.00%

10. 純資産 537 百万円 778 百万円

11. 総資産 826 百万円 1,750 百万円

12. 1 株当たり純資産 17,929 円 389,264.78 円

13. 売上高 727 百万円 3,123 百万円

14. 営業利益 215 百万円 △127 百万円

15. 経常利益 217 百万円 △109 百万円

16. 当期純利益 119 百万円 △172 百万円

17. 1 株当たり当期純利益 3,971 円 △86,151.51 円

18. 従業員数 3 名 93 名

 

４．分割する事業部門の概要について 

（1）承継する事業の内容 

   音楽出版事業 

（2）承継対象となる事業の平成 21 年３月期および平成 21 年９月期における経営成績 

 平成 21 年３月期 平成 21 年９月期

（第２四半期） 

売上高 0 百万円 0 百万円

営業利益 0 百万円 0 百万円

経常利益 0 百万円 0 百万円

（3）承継する資産および負債の金額（平成 21 年９月 30 日現在） 

 帳簿価額 

資産 0 百万円

負債 0 百万円



 

５．承継後のコロムビアソングス株式会社の状況 

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。 

 

Ⅲ．今後の見通しについて 

コロムビアソングス株式会社およびクリエイティヴ・コア株式会社は当社の連結子会社である

ため、本分割による連結業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上 


