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平成 22 年８月 27 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

 

連結子会社の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、会社法第 370 条の規定に基づき、取締役会を開催することなく、書面による提案を行い、

平成 22 年８月 26 日までに全取締役より書面による同意を取得した旨を本日確認し、当社の連結子

会社である株式会社ディスカス及び株式会社 e-music の全株式を株式会社 Copyrights Vision に譲

渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本提案に関し、監

査役からの異議はございませんでした。 

 

 

記 

 

１． 株式譲渡の理由 

当社は、アーティストの発掘と支援のため原盤権を保有し自社レーベルを有する株式会社デ

ィスカス及びエルダー向け商品を取扱う株式会社 e-music を企業グループとして事業展開して

まいりましたが、昨今の経営状況に鑑み、事業の選択と集中を推進していく過程で子会社事業

の重要性が低下していることから、この機会に子会社株式を譲渡することが、業務効率を向上

し当社の企業価値向上に資するとの判断により、本株式譲渡を決定いたしました。 

 

２． 異動する子会社の概要（平成 22 年８月 27 日現在） 

① 株式会社ディスカス 

(1) 名称 株式会社ディスカス 

(2) 所在地 東京都千代田区麹町四丁目１番５号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 河野 昌平 

(4) 事業内容 CD 等の原盤の企画・製作、CD 等の制作、販売、

原盤・印税の管理 

(5) 資本金 5,500 万円 

(6) 設立年月日 平成 12 年７月７日 

(7) 従業員数 ０名 

(8) 大株主及び持株比率 ダイキサウンド株式会社 1,600 株 100.0％ 

 

(9) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 平成 21 年８月期 

売上高 198,449 千円 156,789 千円 127,378 千円 

営業損益 △68,768 千円 △44,179 千円 △36,169 千円 
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経常損益 △69,086 千円 △44,554 千円 △36,750 千円 

当期純損益 △74,071 千円 △51,032 千円 △99,216 千円 

総資産 158,851 千円 168,907 千円 76,782 千円 

純資産 27,364 千円 20,488 千円 △78,728 千円 

 

 

② 株式会社 e-music 

(1) 名称 株式会社 e-music 

(2) 所在地 東京都千代田区麹町四丁目１番５号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 河野 昌平 

(4) 事業内容 CD 等の制作、販売、卸売 

(5) 資本金 5,500 万円 

(6) 設立年月日 平成 17 年７月８日 

(7) 従業員数 ０名 

(8) 大株主及び持株比率 ダイキサウンド株式会社 1,600 株 100.0％ 

 

(9) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 平成 21 年８月期 

売上高 194,195 千円 179,872 千円 105,482 千円 

営業損益 △8,046 千円 △29,151 千円 2,397 千円 

経常損益 △15,356 千円 △29,141 千円 2,400 千円 

当期純損益 △16,946 千円 △29,321 千円 4,214 千円 

総資産 98,160 千円 62,109 千円 25,404 千円 

純資産 △31,394 千円 △60,716 千円 △56,502 千円 

 

 

３． 株式の譲渡先の概要 

(1) 商号 株式会社 Copyrights Vision 

(2) 本店所在地 東京都新宿区西新宿四丁目 32 番４号 

ハイネスロフティ 1303 号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 吉田 徹 

(4) 事業内容 音楽等の著作物の管理、インターネットを利用した情報提

供サービス 

(5) 資本金の額 1,000 万円 

(6) 設立年月日 平成 18 年２月２日 

資本関係 該当ありません 

人的関係 該当ありません 

取引関係 当社と取引があります 

(7) 上場会社と当該会社の

関係等 

関連当事者への

該当状況 

関連当事者には該当しません 
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４． 譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況及び譲渡価額 

① 株式会社ディスカス 

(1) 譲渡株式数 1,600 株（所有割合：100.0％） 

(2) 異動後の所有株式数 ０株 

(3) 譲渡価額 １円 

(4) 譲渡価額の算定根拠 譲渡価額につきましては、株式会社ディスカスが債務超過

の状態であり、将来の事業価値が見出せないため、上記の

譲渡価額としました。 

 

② 株式会社 e-music 

(1) 譲渡株式数 1,600 株（所有割合：100.0％） 

(2) 異動後の所有株式数 ０株 

(3) 譲渡価額 １円 

(4) 譲渡価額の算定根拠 譲渡価額につきましては、株式会社 e-music が債務超過の

状態であり、将来の事業価値が見出せないため、上記の譲

渡価額としました。 

 

 

５． 日程 

(1) 取締役会決議日 平成 22 年８月 26 日 

(2) 株式譲渡契約締結日 平成 22 年８月 27 日 

(3) 株式譲渡日 平成 22 年８月 27 日 

 

６． 業績に与える影響について 

今後の連結業績予想については現在精査中であり、確定次第業績予想の修正が必要となる場

合は速やかに公表いたします。 

 

以 上 


