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平成 22 年６月 29 日 

各      位 
会社名 ダイキサウンド株式会社 

（URL: http://www.daiki-sound.jp/） 

代表者名 代表取締役社長 清川 達也

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先  

役職・氏名 管理部長    河野 昌平

電話 ０３―３２２２―１３４１ 

 

 

会社分割による当社子会社の一部事業の承継に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年２月 23 日開催の取締役会において、株式会社ディスカスのパッケー

ジ受託販売事業及び音楽配信事業、株式会社 e-music のパッケージ受託販売事業を会社分

割し、当社に承継することを決定した旨を開示いたしましたが、平成 22 年６月１日に開示

したとおり、債権者保護手続に瑕疵があったため、当該事業承継の効力が発生しませんで

した。したがって、本日開催の当社定時取締役会において、事業承継について改めて決議

し、前記２社と平成 22 年８月 16 日を効力発生日とする吸収分割契約を締結いたしました

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 会社分割の目的 

当社は、平成 12 年７月、主としてレーベル事業の強化を目的として株式会社ディス

カスを、平成 17 年７月、エルダー層向けに特化した音楽 CD 販売を行うことを目的と

して株式会社 e-music を設立し運営してまいりましたが、音楽 CD 市場の縮小が年々縮

小していることを受け、経営資源を集中し、事業の効率化を図る観点から、前記２社

の事業のうち、当社の事業と重複するパッケージ受託販売事業及び音楽配信事業を会

社分割し、当社が承継することといたします。 

 

2. 会社分割の要旨 

(1) 分割の日程 

分割決議取締役会 平成 22 年６月 29 日（火） 

分割契約締結 平成 22 年６月 29 日（火） 

株主総会基準日公告 本分割は、簡易分割手続によってなされる予定であ

り、株主総会の承認を得ることなく行う予定です。 

株主総会基準日 本分割は、簡易分割手続によってなされる予定であ

り、株主総会の承認を得ることなく行う予定です。 

分割承認株主総会 本分割は、簡易分割手続によってなされる予定であ
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り、株主総会の承認を得ることなく行う予定です。 

分割の予定日（効力発生日） 平成 22 年８月 16 日（月） 

株券（金銭）交付日 株券（金銭）の交付はなされません。 

 

(2) 分割方式 

株式会社ディスカス及び株式会社 e-music を分割会社とし、当社を承継会社と

する吸収分割です。 

(3) 分割に係る割当の内容 

100％出資子会社との分割であり、割当はありません。 

(4) 分割に係る割当の内容の算定の考え方 

100％出資子会社との分割であり、割当はありません。 

(5) 分割により増加する資本金等 

分割により増加する資本金等はありません。 

(6) 分割会社の新株予約権件及び新株予約権付社債に関する取扱い 

分割会社である株式会社ディスカス及び株式会社 e-music 株式会社は。新株予

約権付社債を発行しておりません。 

(7) 承継会社が承継する権利義務 

• 株式会社ディスカスのパッケージ受託販売事業及び音楽配信事業に関する契

約上の地位及び当該契約に基づき発生する権利義務 

• 株式会社 e-music のパッケージ受託販売事業に関する契約上の地位及び当該契

約に基づき発生する権利義務 

(8) 債務履行の見込み 

分割会社である株式会社ディスカス及び株式会社 e-music については、事業活

動において負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在予想されていな

いことから、分割期日以降に履行期が到来する債務につき、債務の履行の見込み

があるものと判断しております。 

承継会社である当社においては、現在、継続企業の前提に関する疑義が認めら

れるところではありますが、親会社であるアイシス・パートナーズ及びミネルヴ

ァ債権回収と連携を強化しており、今後の資金計画に照らして、本分割の効力発

生日以後における当社の債務の履行に支障をきたすような事象の発生は現在のと

ころ予想されておりません。よって、本分割の効力発生日以後における当社の債

務について、履行の見込みはあるものと判断いたします。 
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3. 分割当事会社の概要 

(1) 商号 ダイキサウンド株式

会社 

株式会社ディスカス 株式会社 e-music 

(2) 事業内容 音楽 CD の卸売及び有

料音楽配信 

音楽 CD の製造、卸売

及び有料音楽配信 

音楽 CD の卸売及び有

料音楽配信 

(3) 設立年月日 平成 11 年６月 11 日 平成 12 年７月７日 平成 17 年７月８日 

(4) 本店所在地 東京都千代田区麹町

四丁目１番５号 

東京都千代田区麹町

四丁目１番５号 

東京都千代田区麹町

四丁目１番５号 

(5) 代 表 者 の 役

職・氏名 

代表取締役社長 

 清川達也 

代表取締役社長 

 田中敏明 

代表取締役社長 

 田中敏明 

(6) 資本金 

（平成 22 年６月 29

日現在） 

1,888,432 千円 55,000 千円 40,000 千円 

(7) 発行済株式数 

（平成 22 年６月 29

日現在） 

 

162,473 株 1,600 株 1,600 株 

(8) 純資産 

（平成 21 年 11 月 30

日現在） 

112,193 千円 △80,843 千円 △55,438 千円 

(9) 総資産 

（平成 21 年 11 月 30

日現在） 

761,035 千円 48,221 千円 34,339 千円 

(10) 事業年度の末

日 
８月 31 日 ８月 31 日  ８月 31 日  

(11) 従業員数 

（平成 21 年８月 31

日現在） 

22 名 ０名 ０名 

(12) 主要取引先 ㈱ウイント 

タワーレコード㈱ 

㈱ヴィレッジヴァン

ガードコーポレーシ

ョン 

ダイキサウンド㈱ ダイキサウンド㈱ 

(13) 大株主及び持

株比率 

アイシス・パートナ

ーズ㈱  58.51％ 

坂田修  12.31％ 

 

ダイキサウンド㈱ 

100.0％ 

ダイキサウンド㈱ 

100.0％ 

資本関係 ダイキサウンド株式会社は、株式会社ディス

カス及び株式会社 e-music の発行済み株式数

の 100％を保有しております。 

人的関係 株式会社ディスカス及び株式会社 e-music の

代表取締役社長である田中敏明は、ダイキサ

ウンド株式会社の営業部営業管理グループリ

ーダーであります。 

取引関係 ダイキサウンド株式会社は、株式会社ディス

カス及び株式会社 e-music から音楽 CD を仕入

れております。 

(14) 当事会社間の

関係等 

関連当事者への該当

状況 

株式会社ディスカス

はダイキサウンド株

式会社の 100％子会

社であります。 

株式会社 e-music はダ

イキサウンド株式会

社の 100％子会社であ

ります。 
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4. 承継する事業部門の概要 

(1) 承継する部門の事業内容 

• 株式会社ディスカス 

パッケージ商品の受託販売及び音楽配信 

• 株式会社 e-music 

エルダー層向けに特化したパッケージ商品の受託販売 

 

(2) 承継する部門の経営成績 

株式会社ディスカス 

 承継する事業(a) 平成 21 年８月期実績

(b) 

比率（a/b） 

売上高 15,939 千円 127,378 千円 12.5％ 

注）承継する事業の利益は作成しておりません。 

株式会社 e-music 

 承継する事業(a) 平成 21 年８月期実績

(b) 

比率（a/b） 

売上高 128,378 千円 128,378 千円 100.0％ 

注）承継する事業の利益は作成しておりません。 

 

(3) 承継する資産、負債の項目及び金額 

株式会社ディスカス 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 34,157 千円 流動負債 22,461 千円 

 

 

株式会社 e-music 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 32,278 千円 流動負債 28,449 千円 

 

5. 会社分割後の上場会社の状況 

商号 変更ありません。 

事業内容 変更ありません。  

本店所在地 変更ありません。  

代表者の役職・氏名 変更ありません。  

資本金の額 変更ありません。  

事業年度の末日 変更ありません。  

今後の見通し 業績に与える影響は軽微であります。 
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（参考） 

最近３事業年度の経営成績 

• ダイキサウンド株式会社 

決算期 平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 平成 21 年８月期 

純資産 177,875 千円 180,607 千円 118,774 千円 

総資産 2,872,615 千円  1,513,301 千円 942,804 千円 

１株あたり純資産 3,920.71 円  2,699.58 円 916.62 円 

売上高 4,111,862 千円  3,891,695 千円 2,590,845 千円 

営業利益 △1,003,736 千円  △356,776 千円 △176,368 千円 

経常利益 △1,005,250 千円  △365,162 千円 △191,771 千円 

当期純利益 △1,769,547 千円  △264,732 千円 △261,664 千円 

１株あたり当期純利益 △50,423.09 円  5,388.24 円 △2,762.51 円 

１株あたり配当金 －  － － 

 

• 株式会社ディスカス 

決算期 平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 平成 21 年８月期 

純資産 27,364 千円 20,488 千円 △78,728 千円 

総資産 158,851 千円 168,907 千円 76,782 千円 

１株あたり純資産 17,102.50 円 12,805.02 円 △49,205.01 円 

売上高 198,449 千円 158,700 千円 127,378 千円 

営業利益 △68,768 千円 △33,170 千円 △36,169 千円 

経常利益 △69,086 千円 △33,699 千円 △36,750 千円 

当期純利益 △74,071 千円 △40,201 千円 △99,216 千円 

１株あたり当期純利益 △46,294.42 円 △25,125.62 円 △62,010.07 円 

１株あたり配当金 － － － 

 

• 株式会社 e-music 

決算期 平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 平成 21 年８月期 

純資産 △31,394 千円 △60,716 千円 △56,502 千円 

総資産 98,160 千円 62,109 千円 25,404 千円 

１株あたり純資産 △19,621.27 円 △37,947.51 円 △35,313.77 円 

売上高 194,195 千円 223,300 千円 105,482 千円 

営業利益 △8,046 千円 △29,151 千円 2,397 千円 

経常利益 △15,356 千円 △29,141 千円 2,400 千円 

当期純利益 △57,735 千円 △29,321 千円 4,214 千円 

１株あたり当期純利益 △36,084.40 円 △18,325.63 円 2,633.75 円 

１株あたり配当金 － － － 

• ダイキサウンド株式会社の平成 19 年８月期において、平成 19 年６月 13 日付第三者割当増資

により、発行済株式総数が 10,000 株増加しております。 

• ダイキサウンド株式会社の平成 20 年８月期において、平成 20 年５月 29 日付第三者割当増資

により、発行済株式総数が 24,000 株増加しております。 

• ダイキサウンド株式会社の平成 21 年８月期において、平成 21 年３月 23 日付第三者割当増資

により、発行済株式総数が 62,676 株増加しております。 

• ダイキサウンド株式会社の平成 22 年８月期において、平成 22 年３月 16 日付第三者割当増資

により、発行済株式総数が 32,394 株増加しております。 

 

以上 


