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会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年９月 27 日の取締役会において、平成 25年１月１日を効力発生日とし

てポータル事業及びライブ事業の一部を会社分割（以下「本会社分割」といいます。）し、

当社 100％子会社である株式会社 CELL（連結子会社、以下「CELL」といいます。）に承継さ

せることを決議し、同日、同社との間で吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

なお、本会社分割は、連結子会社と行う簡易吸収分割であるため、開示事項及び内容を

一部省略しております。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

当社グループを取り巻く経営環境の移り変わりは早く、その様な中、競争優位性を

高め、持続的な成長を維持するためには、変化に対応するための迅速性や効率性を発

揮出来る、機動的かつ柔軟なグループ運営体制が必要であると考えております。 

この度の会社分割により、これまで、当社・CELL で分かれておこなっておりました 

ポータル事業のコンテンツ制作事業を CELL に統合することにより、コンテンツ制作の 

最適化を図ってまいります。 

当社では既に、将来的な持株会社制への移行も視野に入れ、平成 24年１月１日を効

力発生日としてモバイル事業を会社分割しており、本会社分割はそれに続くものであ 

ります。 

 

２．会社分割の要旨 

 （１）本会社分割の日程 

    平成 24 年９月 27 日 吸収分割決議取締役会 

    平成 24 年９月 27 日 吸収分割契約締結 

    平成 25 年１月 １日 本会社分割の効力発生日（予定） 



   （注）本会社分割は、会社法第 784 条第３項の規定に基づく簡易吸収分割のため、 

当社株主総会の承認を得ずに行う予定です。また、CELL においては、会社法

第 796 条第 1 項に基づき株主総会の承認を得ずに行う予定です。 

 

 （２）本会社分割の方式 

    当社を分割会社とし、当社 100％子会社である株式会社 CELL を承継会社とする簡 

   易吸収分割により行います。 

 

 （３）本会社分割に係る割当の内容 

    当社は、承継会社の発行済株式の全部を所有しているため、本会社分割に際して、 

承継会社による新株式の発行及び金銭等の交付はありません。 

 

 （４）分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

    当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

 （５）本会社分割により減少する資本金の額等 

    本会社分割による当社の資本金の変更はありません。 

 

 （６）承継会社が承継する権利義務 

 本会社分割により承継会社は、当社との間で締結した平成 24 年９月 27 日付の吸

収分割契約に別段の定めがあるものを除き、効力発生日において当社がポータル事

業の一部に関して有する資産、債務、契約上の地位、雇用関係およびこれらに付随

する権利義務を承継します。 

 なお、承継会社が承継する債務については、免責的債務引受の方法によるものと

します。 

 

 （７）債務履行の見込み 

    本会社分割において、効力発生日以降の当社および承継会社が負担すべき債務に 

ついて、本会社分割後もその履行を担保するのに足りる資産を有しており、債務履

行の見込み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 

 分割会社 

平成 23 年９月 30 日現在 

承継会社 

平成 24 年３月 31 日現在 

(1)商号 
株式会社ドワンゴ 株式会社 CELL 

(2)主な事業内容 
携帯電話向けコンテンツの企

画・開発・運営、動画投稿共

有サービスの運営等 

デジタルコンテンツ企画、制

作、販売 

テレビ、ラジオ番組及び映画、

各種イベントの企画、制作等 

(3)設立年月日 平成９年８月６日 平成 13 年５月 15 日 

(4)本店所在地 
東京都中央区 東京都千代田区 

(5)代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 小林 宏 代表取締役社長 相良  俊哉 

(6)資本金の額 
106 億 16 百万円 

３億 91 百万円 

(7)発行済株式総数 204,052 株 15,400 株 

(8)純資産 20,550 百万円（連結） 1,726 百万円 

(9)総資産 27,018 百万円（連結） 
2,348 百万円 

(10)決算期 
９月 30 日 

９月 30 日 

(11)従業員数 977 名（連結） 139 名 

(12)主要取引先 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

株式会社ドワンゴ 

(13)大株主および持株比率 エイベックス・グループ・ホールデ

ィングス㈱ 20.04% 

川上量生 16.86% 

㈱角川グループホールディングス 

8.23% 

当社 100% 

 

直前事業年度の財政状態

及び経営成績 

平成 23 年９月期 平成 24 年３月期 

 

連結純資産 20,550 百万円 1,726 百万円 

連結総資産 27,018 百万円 2,348 百万円 

１株当たり連結純資産（円） 94,992.47 円 112,105.16 円 

連結売上高 34,298 百万円 2,229 百万円 

連結営業利益 1,671 百万円 29 百万円 

連結経常利益 1,473 百万円 34 百万円 

連結当期純利益 1,238 百万円 △48 百万円 

１株当たり連結当期純利益（円） 6,439.97 円 △3,137.41 円 

 

 

 

 

 



４．分割する事業部門の概要 

 （１）分割する部門の事業内容 

    ポータル事業に係る開発・プラットフォーム・チャンネル・ニコニコアプリ・カ 

スタマーサポートを除いた事業、及びライブ事業（ニコニコミュージカルを除く） 

のうち企画運営に関わる事業。 

    

 （２）分割する部門の経営成績 

    分割する事業はコンテンツ開発及びサイト運営部門であり、外部に対する直接の 

   売上がないため、分割する部門の経営成績に関する記載はありません。 

 

 （３）分割する資産、負債の項目および金額            （単位：百万円） 

資  産 負  債 

項  目 金  額 項  目 金  額 

流動資産 50 流動負債 
75 

固定資産 
30 

固定負債 － 

合  計 80 合  計 75 

（注）分割する資産・負債の項目および金額は、平成 24 年 7 月 31 日現在の貸借対照表を 

   基準に算出しており、実際に分割する金額は上記金額と異なる可能性があります。 

 

５．本会社分割後の承継会社の状況  

(1)商号 株式会社 CELL 

(2)主な事業内容 
デジタルコンテンツ企画、制作、販売 

テレビ、ラジオ番組及び映画、各種イベント

の企画、制作等 

動画コミュニティサービスの運営等 

(3)本店所在地 東京都千代田区 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 相良  俊哉 

(5)資本金の額 
３億 91 百万円 

(6)決算期 ９月 30 日 

 

６．本会社分割後の当社の状況 

(1)商号 株式会社ドワンゴ 

(2)主な事業内容 ネットワーク・エンタテインメント・サービ

スおよびコンテンツの企画・開発・運営、動

画コミュニティサービスの運営等 

(3)本店所在地 東京都中央区 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長  小林 宏 

(5)資本金の額 106 億 16 百万円 

(6)決算期 
９月 30 日 

 

 



７．会計処理の概要 

 承継会社は当社の完全子会社であるため、本会社分割は共通支配下の取引に該当い 

たします。 

 

８．今後の見通し 

  本会社分割により事業を承継する株式会社 CELL は、当社 100％子会社であるため連結 

 業績に影響はありません。 

 

以  上 

 


