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当社子会社であるGREE International,Inc.によるOpenFeint,Inc.子会社化のお知らせ 

 

 

当社は、当社子会社であるGREE International,Inc.（本社：米国カリフォルニア州、代表

者：青柳直樹、以下「GREE International」）を通じて、全世界で約7,500万ユーザーが利用

するスマートフォン向けソーシャルゲームプラットフォームを運営するOpenFeint,Inc. (本

社：米国カリフォルニア州、代表者：Jason Citron、以下「OpenFeint社」）の株式を100％

取得し、子会社化する（以下「本件買収」）契約を本日締結致しましたので、下記の通りお

知らせ致します。 

 

1. 本件買収の理由 

当社が提供するSNS「GREE」は2,506万ユーザー（2011年３月末現在）を有するコミュニテ

ィサービスとして成長を続けております。 

スマートフォンが世界的に普及する中、当社グループではスマートフォンを通じた国際展

開を更なる成長の好機と捉え、米国子会社GREE Internationalを設立したほか、北京、シ

ンガポール、ロンドンにて駐在所の開設準備を進めております。また、６億5,000万ユーザ

ーを持つ中国インターネットサービス大手Tencent社や、東南アジアなど新興国を中心に約

4,700万ユーザーを持つモバイル向けSNS「mig33（ミグ サーティースリー）」を運営する

Project Goth社とスマートフォン向けプラットフォームの仕様共通化で業務提携を行うな

ど、海外有力プラットフォームとの連携強化に取り組んでまいりました。 

  

OpenFeint社は、iOS及びAndroid（注１）向けのゲームに、ランキングやアチーブメント、

友人との対戦機能やフォーラム/チャットなどのコミュニティ機能を追加できるソーシャ

ルゲームプラットフォーム「OpenFeint」を運営しております。現在、約19,000社のゲーム

デベロッパーに提供されており、App Store（注２）のゲームカテゴリランキング1位の実

績を持つ「Tiny Wings」を始めとする約5,000以上のゲーム（2011年４月現在）が「OpenFeint」

に対応しております。また、米国内で過半のシェアを有する２大通信キャリアとのパート

ナーシップを発表しており、今後7,500万ユーザーからさらなる拡大が見込まれております。 

 

 



今般、当社が7,500万ユーザーを擁するOpenFeint社を買収したことで、「GREE」と「OpenFeint」

合計で1億ユーザーを超える世界最大級のモバイル端末向けソーシャルプラットフォーム

を構築致します。さらに、ソーシャルゲーム事業についても、現在国内で提供中の自社ソ

ーシャルゲームに加え、今後、国内外で新規に開発するゲームの海外提供を進め、グロー

バルでのサービス展開を推進致します。 

 

グリーは今後も海外の有力パートナーの開拓及び連携を進め、世界中の人々が利用するナ

ンバーワンコミュニティサービスの提供を目指します。 

 

（注１）「Android」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 

（注２）「App Store」はApple Inc.の商標または登録商標です。 

 

2. 本件買収のスキーム 

本件買収は、当社100％子会社であるGREE Internationalが新たに米国に設立した買収子

会社とOpenFeint社が合併するスキームを採用しております。当社は、本件買収に先立ち、

GREE Internationalの増資を引き受けることにより、GREE Internationalに対して買収資

金を拠出します。本件買収に際しては、存続会社となるOpenFeint社の既存株主、ワラン

ト保有者及びオプション保有者（以下「既存株主等」）に対して買収対価として現金を支

払います。これに伴いGREE Internationalは、本件買収に際し、消滅する買収子会社の株

式に代えて、OpenFeint社の新株式を取得します。本件買収をすべて手元資金で行うこと

とし、その具体的手続きは、以下の通りを予定しております。 

 

なお、当社はファイナンシャル・アドバイザーとして三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社を起用し、本件買収のストラクチャー、買収価格の算定等につき、同社より助言

を受けております。三菱 UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「三菱 UFJ モルガ

ン・スタンレー証券」）は、ディスカウンテッド・エクイティー・バリュー分析による類

似企業比較分析、類似取引比較分析、ディスカウンテッド・キャッシュフロー分析等に基

づく分析結果を総合的に勘案して、買収価格に関する評価分析を行っております。当社は、

三菱 UFJモルガン・スタンレー証券によるこれらの評価分析を総合的に勘案の上、最終条

件を決定しております。 

 

  

また、リーガル・アドバイザーとしてモリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所を

起用し、本件買収の契約内容、ストラクチャー、ならびに当社取締役会における意思決定

手法等につき、同事務所より助言を受けております。 

 

 

 

       



【第1ステップ】買収子会社の設立及び買収資金の拠出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ステップとして、GREE Internationalは米国デラウェア州に買収子会社を設立しました。

また、当社は、本件買収に先立ち、GREE Internationalの増資を引き受けることにより、GREE 

Internationalに対し、買収資金を拠出します。 

 

 

【第２ステップ】買収子会社とOpenFeint社の合併 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ステップとして、OpenFeint社を存続会社として、買収子会社を消滅会社とする合併を

実施します。GREE Internationalは、買収対価として、OpenFeint社の既存株主等に対して

現金を支払います。以上の結果、OpenFeint社は、当社の100%子会社であるGREE 

Internationalの100％子会社（当社の米国完全孫会社）となります。 
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吸収合併 
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【買収スキーム完了】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 異動する子会社（OpenFeint社）の概要 

(１)商号 OpenFeint,Inc. 

(２)代表者 Jason Citron 

(３)所在地 米国カリフォルニア州 

(４)設立 2008年 8月 

(５)主な事業内容 スマートフォン向けソーシャルゲームプラットフォーム

「OpenFeint」を運営  

(６)資本金 679USドル（約 55,074円）（2010 年 12月末時点）* 

(７)大株主及び持株比率 YouWeb, LLC (24.8％) 

株式会社ディー・エヌ・エー  (18.3％) 

Jason Citron（17.4％） 

The9 Limited (14.3％) 

Intel Capital Corporation (10.7％) 

（2011年 4月 20日時点） 

(８)上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 記載すべき人的関係はありません。 

取引関係 記載すべき取引関係はありません。 

(９)当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態（注 1） 

単位：千 USドル（除く 1株当たり指標） 

決算期 2008年 12 月期 

（注 2） 

2009 年 12月期 2010 年 12 月期 

純資産 900.0 2,395.8 3,670.1 

総資産 1,120.1 3,562.8 4,166.0 

1株当たり純資産（注 3） － － － 

売上高 41.6 173.3 282.5 

営業利益 △310.9 △2,032.4 △6,589.1 

当期純利益 △310.7 △2,047.4 △6,600.2 

1株当たり当期純利益（注 3） － － － 

1株当たり配当金（USドル） － － － 

*USD1.00 = JPY81.11として計算（2010年12月31日時点） 

（注１）米国会計基準に準拠して作成していますが、未監査です。 

100％子会社 

100％子会社 

OpenFeint 社 

当社 

GREE International 



（注２）2008 年 12月期は設立初年度のため、5ヶ月決算となっております。 

（注３）1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益は、種類株式が多いため、記載を省略し 

ております。 

 

4. 取得株式数、取得価額及び所有株式の状況 

(１)異動前の所有株式数 0株 

（議決権の数：0個） 

（所有割合：0％） 

(２)取得株式数 普通株式：7,231,199株（注１） 

（議決権の数：7,231,199 個） 

（発行済株式総数に対する割合：100％） 

（取得価額：約 104 百万 USドル）（約 85.7億円）*（注２） 

(３)異動後の所有株式数 普通株式：7,231,199株 

（議決権の数：7,231,199 個） 

（所有割合：100％） 

*USD1.00 = JPY82.46として計算（2011年4月20日時点） 

（注１）合併に際して取得する OpenFeint 社の新株式の数を記載しております。なお、

OpenFeint 社の既存株主等が保有している株式等の数は以下の通りです。 

普 通 株 式      ：2,548,478 株 

第一種優先株式      ：1,200,000 株 

第二種優先株式      ：1,105,952 株 

第三種優先株式      ：2,040,891 株 

ワラント            ：   18,245 個 

権利確定後オプション：  317,633 個 

権利確定前オプション：  471,167 個 

合     計      ：7,702,366 株 

（注２）本件買収における OpenFeint 社の既存株主等に対しての買収対価（権利確定前オプ

ションの取得見込額を含む）となります。 

 

5. 日程 

平成23年4月22日     本件買収にかかる契約締結 

平成23年4月22日     本件買収の実行、合併期日（クロージング） 

 

なお、本発表が業績に与える影響につきましては現在精査中であり、影響を与えることが判

明した場合には、速やかに公表いたします。 

 

以  上 


