
 
 

平成 25 年４月 27 日 

各   位 

会 社 名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 CEO  森下 一喜 

（コード番号：3765） 
問合せ先 取締役 CFO 財務経理本部長  坂井 一也 

     （TEL：03-6895-1650（代表）） 

 

親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

 ソフトバンクモバイル株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が、平成 25 年４月１日よ

り実施しておりました当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

が、平成 25 年４月 26 日をもって終了したことに伴い、平成 25 年５月７日付で、当社の親会社

及びその他の関係会社に異動が生じることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動が生じる理由 

  公開買付者が平成 25 年４月１日より実施しておりました本公開買付けが平成 25 年４月 26

日をもって終了し、本日、公開買付者より、本公開買付けを通じ、当社の普通株式 73,400 株

を取得する旨の報告を受けました。 

  公開買付者の最終親会社であるソフトバンク株式会社（以下、「ソフトバンク」といいます。）

は、現在、全ての議決権を所有するソフトバンクＢＢ株式会社（以下、「ソフトバンクＢＢ」

といいます。）により当社の株式 387,440 株（所有割合（注１）33.63％）を所有し、さらに本

公開買付けにより当社株式 73,400 株（所有割合 6.37％）を所有することにより、合計当社株

式を 460,840 株（所有割合 40.00％）所有することとなりました。また、ソフトバンクの代表

取締役社長であり、かつ公開買付者の代表取締役社長兼 CEO である孫正義氏は、当社の第２位

の大株主であり、当社の代表取締役会長を務める孫泰蔵氏の資産管理会社である株式会社ハー

ティスとの間で平成 25 年４月１日付で当社株式に関し「質権実行の猶予に係る議決権の行使

に関する覚書」を締結したことにより、平成 25 年４月１日を効力発生日として、当社の株主

総会において孫正義氏の指図するところに従ってその所有する全ての当社株式 213,080 株（所

有割合 18.50％）に係る議決権を行使する旨を合意しております。 

  この結果、公開買付者、ソフトバンクが全ての議決権を所有するソフトバンクＢＢ及びソフ

トバンクと緊密な関係がある孫正義氏と合せて、当社株式の議決権の過半数（公開買付者、ソ

フトバンクＢＢ及びハーティスの所有株式数 673,920 株に係る議決権：673,920 個、議決権所

有比率（注２）58.50％）を占めることとなるため、ソフトバンクは当社の親会社に該当する

こととなりました。 



 
 なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日、別途開示しております「ソフ

トバンクモバイル株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

（注１）「所有割合」とは、①当社が平成 25 年３月 22 日に提出した第 16 期有価証券報告書に記載され

た平成 24 年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式総数（114,981 株）の株式分割後株式数（平成 25

年４月１日を効力発生日として１株につき 10 株の割合で株式分割を行ったことを踏まえ、株式分

割前の株式数に 10 を乗じ、株式分割後の株式数に換算した数値をいいます。）（1,149,810 株）に、

②同有価証券報告書に記載された当社の平成16年５月 17日開催の臨時株主総会決議及び平成16

年６月21日開催の臨時取締役会決議に基づき平成16年７月30日に発行された第１回新株予約権

の平成 24 年 12 月 31 日現在の数（44 個）の目的となる当社株式数（220 株）の株式分割後株式数

（2,200 株）を加算した数（1,152,010 株。以下「合計株式数」といいます。）に占める割合をい

います。（小数点以下第３位を四捨五入しております。） 

（注２）「議決権所有比率」とは、合計株式数（1,152,010 株）に係る議決権の数（1,152,010 個）に占

める割合をいいます。（小数点以下第３位を四捨五入しております。） 

 

２．異動した株主の概要 

（１）新たに親会社となる株主の概要 

(1) 名称 ソフトバンク株式会社 

(2) 所在地 東京都港区東新橋一丁目９番１号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 孫 正義 

(4) 事業内容 純粋持株会社 

(5) 資本金 222,202 百万円 

(6) 設立年月日 昭和 56 年９月３日 

(7) 連結純資産 1,673,407 百万円 

(8) 連結総資産 5,511,551 百万円 

(9) 大株主及び持株比率 

（平成 24 年９月 30 日現在） 

孫 正義                     

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱        

ジェーピーモルガンチェースバンク 380055      

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニ

ー 

資産管理サービス信託銀行㈱ 

SSBT 0D05 OMNIBUS ACCOUNT – TREATY CLIENTS 

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエ

スエルオムニバスアカウント 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニ

ー505225 

メロンバンクエヌエーアズエージェントフォーイッ

ツクライアントメロンオムニバス 

20.79％

9.37％

5.16％

4.64％

2.92％

2.16％

1.95％

1.68％

1.30％

0.90％

(10) 上場会社と当該株主との関係 

  資本関係 本公開買付けの成立後、ソフトバンクは、同社が全ての議決権

を所有する公開買付者及びソフトバンクＢＢ、並びに同社と緊

密な関係がある孫 正義氏（同社代表取締役社長）と合わせて、

当社株式 673,920 株に係る議決権 673,920 個（議決権所有比率

58.50％）を所有しております。 

 



 
  人的関係 ソフトバンクの財務部部長補佐兼財務管理グループ長である

大庭則一氏は、当社の取締役を兼務しております。 

  取引関係 公開買付者は、当社に対して売上があります。また、当社はソ

フトバンクＢＢから、ビジネスソフトウェア等を購入しており

ます。 

 

（２）その他の関係会社に該当しなくなる株主の概要 

(1) 名称 ソフトバンクＢＢ株式会社 

(2) 所在地 東京都港区東新橋一丁目９番１号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 孫 正義 

(4) 事業内容 ＡＤＳＬサービスの提供、ＩＰ電話サービスの提供 

ＩＴ関連製品の流通・販売 

(5) 資本金 100,000 百万円 

(6) 設立年月日 平成 12 年５月 

(7) 大株主及び持株比率 ソフトバンク株式会社 100.00％

(8) 上場会社と当該株主との関係 

  資本関係 当社株式を 387,440 株所有しております。 

  人的関係 ソフトバンクＢＢの親会社であるソフトバンクの財務部部長

補佐兼財務管理グループ長である大庭則一氏は、当社の取締役

を兼務しております。 

  取引関係 当該会社から、ビジネスソフトウェア等を購入しております。

 

(1) 名称 株式会社ハーティス 

(2) 所在地 東京都品川区西五反田二丁目６番３号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 孫 泰蔵 

(4) 事業内容 資産管理業 

(5) 資本金 1 百万円 

(6) 設立年月日 平成 18 年 11 月８日 

(7) 大株主及び持株比率 有限会社インターオペレーションズ 100.00％

(8) 上場会社と当該株主との関係 

  資本関係 当社株式を 213,080 株所有しております。 

  人的関係 代表取締役である孫泰蔵氏は、当社の代表取締役会長を兼任し

ております。 

  取引関係 該当事項はありません。 

 

(1) 名称 アジアングルーヴ合同会社 

(2) 所在地 東京都千代田区神田淡路町一丁目１番地 

(3) 代表者の役職・氏名 代表社員 孫 泰蔵 

(4) 事業内容 資産管理業 

(5) 資本金 93 百万円 

(6) 設立年月日 平成８年２月９日 

(7) 損益が帰属する割合 孫 泰蔵 

有限会社インターオペレーションズ 

 

33.3％

33.3％



 
(8) 上場会社と当該株主との関係 

  資本関係 当社株式を 93,310 株所有しております。 

  人的関係 代表社員である孫泰蔵氏は、当社の代表取締役会長を兼任して

おります。 

  取引関係 該当事項はありません。 

 

３．当該株主の所有議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

（１）ソフトバンク株式会社 

 
属性 

議決権の数（議決権所有比率） 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 － － 
387,440 個 

（33.63％）

387,440 個 

（33.63％） 
－ 

異動後 親会社 － 
673,920 個 

（58.50％）

673,920 個 

（58.50％） 
－ 

 

（２）ソフトバンクＢＢ株式会社 

 
属性 

議決権の数（議決権所有比率） 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
その他の 

関係会社 

387,440 個 

（33.63％）
－ 

387,440 個 

（33.63％） 
第１位 

異動後 － 
387,440 個 

（33.63％）
－ 

387,440 個 

（33.63％） 
第１位 

 

（３）株式会社ハーティス 

 
属性 

議決権の数（議決権所有比率） 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
その他の 

関係会社 

213,080 個 

（18.50％）
－ 

213,080 個 

（18.50％） 
第２位 

異動後 － 
213,080 個 

（18.50％）
－ 

213,080 個 

（18.50％） 
第２位 

 

（４）アジアングルーヴ合同会社 

 
属性 

議決権の数（議決権所有比率） 大株主 

順位 直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
その他の 

関係会社 

166,710 個 

（14.47％）
－ 

166,710 個 

（14.47％） 
第３位 

異動後 － 
93,310 個 

（8.10％） 
－ 

93,310 個 

（8.10％） 
第３位 

 

４．異動予定年月日 

  平成 25 年５月７日（本公開買付けの決済開始日） 

 



 
５．今後の見通し 

  本公開買付け後の経営方針として、公開買付者は、当社の有するゲームコンテンツ企画力及

び開発力を高く評価するものであり、今後も独立性の高い自由闊達な社風を尊重することによ

り、質の高いゲームコンテンツ開発が維持されるとの判断から、引き続き経営の自主性及び独

立性を最大限尊重し、当社の創造性と開発力を活かす所存であり、当社の役員構成につきまし

ては現状を維持する予定とのことです。 

具体的な協業内容については今後協議・検討していく予定です。 

 

以  上 


