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平成 23 年 1 月 20 日 

各位 

 

会 社 名 コナミ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 上月 景正 

（コード：9766 東証第一部、ﾆｭｰﾖｰｸ、ﾛﾝﾄﾞﾝ） 

問合せ先 執行役員経営戦略部長 山地 康之 

(TEL. 03-5770-0075) 
 
 

デジタルゴルフの簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ 
 
 

コナミ株式会社（以下「コナミ」といいます。）と株式会社デジタルゴルフ（以下「デジタルゴルフ」と
いいます。）は、平成 23 年 1 月 20 日開催の両社の取締役会において、コナミを完全親会社、デジタルゴル
フを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、本日、株式
交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本株式交換は、平成 23 年２月７日開催予定のデジタルゴルフの臨時株主総会の決議によって本株式
交換契約の承認を受けたうえ、平成 23 年３月１日を効力発生日として行う予定です。また、会社法第 796
条第３項の規定に基づき、コナミは株主総会の承認を受けない簡易株式交換として行う予定です。 
 
 
１．本株式交換の目的 

コナミグループでは、娯楽事業を中心に経営基盤の強化を図りながら事業を拡大してまいりました。 
一方で、デジタルゴルフは高品質なデジタル３Ｄゴルフコースデータを中心に事業展開をしており、

同社が保有する豊富なデジタルデータをコナミグループ各社において活用することが、コナミグループ
の更なる発展につながるものと判断するに至りました。 

 
 
２．本株式交換の要旨 

（１）本株式交換の日程 

平成 23 年１月 20 日 株式交換契約承認取締役会（両社） 

平成 23 年１月 20 日 株式交換契約締結（両社） 

平成 23 年２月７日（予定） 株式交換契約承認株主総会開催日（デジタルゴルフ） 

平成 23 年３月１日（予定） 株式交換実施予定日（効力発生日） 

（注）コナミは、会社法第 796 条第３項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により、本株式交換
契約についてコナミの株主総会決議による承認を受けないで、本株式交換を行う予定です。な
お、今後、本株式交換手続を進める中で本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した
場合等には、両社間で協議し合意のうえ、日程、手続、又は条件等を変更する場合があります。 

 
（２）本株式交換の方式 

コナミを完全親会社、デジタルゴルフを完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、コ
ナミについては会社法第 796 条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続によりコナミの株主総会
決議による承認を受けないで、また、デジタルゴルフについては平成 23 年２月７日開催予定の臨時
株主総会の決議による承認を受けた上で、平成 23 年３月１日を効力発生日として行う予定です。 
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（３）本株式交換に係る割当ての内容 

 
コナミ 

（株式交換完全親会社） 
デジタルゴルフ 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る 
割当ての内容 

１ １５ 

本株式交換により 
交付する株式数 

普通株式：１４２，５４５株（予定） 

（注１） 株式の割当比率 
デジタルゴルフの普通株式１株に対して、コナミの普通株式 15 株を割当て交付します。
なお、本株式交換実施前において、コナミはデジタルゴルフの株式を保有しておりません。
また、コナミが保有する自己株式 7,447 千株を本株式交換による株式の割当てに使用いた
します。なお、コナミ、デジタルゴルフともに上記数値は平成 23 年１月１日現在の発行
済株式数及び自己株式数を元に計算しております。 

（注２） 本株式交換により交付するコナミの株式数 
コナミは本株式交換により、142,545 株を割当て交付し、新株の発行を行いません。 

 
（４）本株式交換に伴う新株予約権に関する取扱い 

デジタルゴルフは新株予約権を発行しておりますが、本契約締結日から本株式交換の効力発生日ま
でに、無償消却を行う予定です。 

 
（５）その他 

本株式交換契約の解除等 
本株式交換契約の締結日から効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、コ

ナミ又はデジタルゴルフの財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合には、コナミ及びデジタ
ルゴルフが協議のうえ、本株式交換の内容を変更し、又は本株式交換契約を解除して本株式交換
を中止することができることとされています。 

また、本株式交換契約は、主に次の場合に失効する可能性がございます。 
・本契約締結日から承認総会の開催日までに、デジタルゴルフと同社代表取締役社長との間で

「第三者割当による新株式発行（現物出資（デッド・エクイティ・スワップ））」を実施する
ことができない場合 

・本契約締結日から本株式交換の効力発生日までに、デジタルゴルフの新株予約権の無償消却
が取締役会にて承認されない、またはデジタルゴルフの新株予約権の無償消却の効力が発生
していない場合 

そのほか、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、又は本株式交換契約の
目的の達成が困難となる事態が発生した場合には、本件株式交換契約の効力が当然に失効するこ
とがあります。 

 
 
３．本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方 

（１）算定の基礎及び経緯 
本株式交換に用いられる株式交換比率算定の公正性を期すため、コナミは市場株価平均法による分

析を行い、デジタルゴルフについては、デジタル３Ｄゴルフコースデータのコストアプローチによる
分析を行い１株当たりの株式価値を算定いたしました。 

両社は、各社の株式価値算定結果を参考にして協議を積み重ねた結果、本件株式交換における株式
交換比率について前記のとおり合意いたしました。 

 
（２）割当ての算定となる前提 

本株式交換比率算定にあたる前提として、コナミ及びデジタルゴルフ両社において、大幅な増減益、
資産、負債の金額が直近の財務諸表と大きく異なることは見込んでおりません。 

 
 



3 
 

４．本株式交換の当事会社の概要 
 

 株式交換完全親会社 
（平成 22 年３月 31 日） 

株式交換完全子会社 
（平成 22 年５月 31 日） 

（１）名 称 コナミ株式会社 株式会社デジタルゴルフ 
（２）所 在 地 東京都港区赤坂９丁目７番２号 東京都港区赤坂２丁目 10 番 16 号 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長  上月 景正 代表取締役社長  横山 俊朗 
（４）事 業 内 容 娯楽事業と健康事業を通じたグルー

プの経営戦略・経営管理 
ゴルフシミュレーションサービスを自
社サイトで提供、ソフトの受託開発、 
ゴルフシミュレーター機器開発・販売 

（５）資 本 金 47,399 百万円 100 百万円 
（６）設 立 年 月 日 昭和 43 年３月 19 日 平成 15 年 1 月 23 日 
（７）発 行 済 株 式 数 143,500,000 株 3,434 株 
（８）決 算 期 ３月末日 ５月末日 
（９）従 業 員 数 5,708 人 ４人 
（10）主 要 取 引 銀 行 株式会社三井住友銀行、 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行、 
住友信託銀行、 
みずほコーポレート銀行 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

（11）大株主及び持株比率 財団法人上月スポーツ・教育財団 
              10.24％
 
コウヅキホールディング   9.43％
 
日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）        7.47％
 
日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口）       7.47％
 
コウヅキキャピタル株式会社 
              4.90％
 
株式会社三井住友銀行    2.88％
 
資産管理サービス信託銀行株式会社 
              2.64％
 
JP モルガン証券株式会社  2.09％
 
シービーエヌワイユーエムビーファ
ンド            1.25％
 
三菱 UFJ 証券株式会社    1.06％

トランスコスモス株式会社  41.76％
 
 
横山俊朗          11.94％
 
福島康博           9.70％
 
 
内海州史           7.57％
 
 
リアル１号匿名組合      6.99％
 
 
DKR Soundshore Oasis Holding Fund 
Ltd.             5.82％
 
小林宏            2.91％
 
Ｊ Ｐａｒｔｎｅｒｓ有限会社 2.33％
 
株式会社東京ベイサービス   2.04％

（12）当事会社間の関係 
資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の

関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資
本関係はありません。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の
関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人
的関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の
関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取
引関係はありません。 

関連当事者への該当状況 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及
び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

  
 



4 
 

 
（13）最近 3 年間の経営成績及び財政状態 

決算期 
コナミ（連結） デジタルゴルフ（単体） 

20 年３月期 21 年３月期 22 年３月期 20 年５月期 21 年５月期 22 年５月期

純資産（百万円） 187,083 183,539 189,231 260 120 -56

総資産（百万円） 319,248 301,670 298,198 624 509 352

1 株当たり株主資本（円） 1,330.88 1,338.46 1382.16 - - -

1 株当たり純資産（円） - - - 75,713 34,945 -16,308

売上高（百万円） 297,402 309,771 262,144 250 159 293

営業利益（百万円） 33,839 27,361 18,664 -206 -132 -118

経常利益（百万円） - - - -212 -136 -119

当期純利益（百万円） 18,345 10,874 13,314 -88 -139 -177

1 株当たり当期純利益 
又は当期純損失（円） 

133.63 79.30 99.76 -25,626 -40,478 -51,543

1 株当たり配当金（円） 54.00 54.00 54.00 - - -

（注）デジタルゴルフは、平成 23 年１月 20 日開催の取締役会において、デジタルゴルフ代表取締役社長横
山俊朗氏を割当先とするデッド・エクイティ・スワップによる第三者割当増資（以下「本ＤＥＳ」とい
います。）を実施するための臨時株主総会を平成 23 年１月 31 日に招集する旨の決議をいたしました（以
下「本臨時株主総会」といいます。）。本臨時株主総会において本ＤＥＳの実施が原案どおり承認可決さ
れ、本ＤＥＳの払込みが完了した場合、デジタルゴルフの発行済株式数は 9,503 株となります。（本株
式交換に係る臨時株主総会開催日前の平成 23 年２月１日に払込みが完了する予定です。） 

 
 
５．本株式交換後の状況 

 
 株式交換完全親会社 
（１）名 称 コナミ株式会社 
（２）所 在 地 東京都港区赤坂９丁目７番２号 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 上月 景正 
（４）事 業 内 容 娯楽事業と健康事業を通じたグループの経営戦略・経営管理 
（５）資 本 金 47,399 百万円 
（６）決 算 期 3 月末日 
（７）純 資 産 現時点では確定しておりません 
（８）総 資 産 現時点では確定しておりません 
 
 
６．今後の見通し 

コナミは本株式交換によりデジタルゴルフの完全親会社となり、本株式交換によるコナミの業績に与
える影響は、軽微であると見込んでおります。 

 
 
（参考）コナミの当期連結業績予想及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結当期純利益 

当期業績予想 
（平成 23 年 3 月期） 

285,000 24,500 13,500 

前期実績 
（平成 22 年 3 月期） 

262,144 18,664 13,314 

（単位：百万円） 
 
 

以上 


