
平成 25年９月 19日 

 

各位 

会 社 名 グ リ ー 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 田 中  良 和 

（コード番号：3632 東証第一部） 

問 合 せ 先 コーポレート本部長 秋 山  仁 

（TEL.03-5770-9500） 

 

 

連結子会社の完全子会社化、同連結子会社との会社分割（簡易分割・略式分割）及び 

同連結子会社の商号変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年９月 19 日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社アトランテ

ィス（以下、「アトランティス」）を完全子会社化した上で、平成 25 年 11 月１日付で、当社広告

事業を吸収分割の方法により、アトランティスへ承継させる組織再編（以下、完全子会社化とあ

わせて「本件取引」）を行うことを決定しましたので、下記の通りお知らせ致します。 

また、吸収分割承継会社であるアトランティスは、平成 25 年 11 月１日付で商号を Glossom 株

式会社に変更する予定です。 

なお、本組織再編は会社分割を伴うものですが、本会社分割は当社が完全子会社であるアトラ

ンティスに当社の事業部門を承継させる吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開

示しております。 

 

記 

 

１. 本件取引の目的 

当社の広告事業をアトランティスが営むアドネットワーク事業と統合する事により、成長著

しいスマートフォン広告市場において、販売機能及び開発体制の効率化を図るとともに意思

決定の迅速化を図り、広告市場におけるシェア拡大を目指すことを目的としております。 

 

２. 完全子会社化の要旨 

当社は、アトランティスを当社の完全子会社とするため、本日付で当社以外の株主の保有す

るアトランティス株式を買い取りました。 

買取完了日 平成 25年９月 19日 

買取株式数 個人株主３名より合計 406株 

ご参考 本買取前の当社の保有株式数及び株式保有比率： 

4,608 株（91.9%） 

 

３. 会社分割の要旨 

(１)会社分割の日程 

吸収分割契約承認日 平成 25年９月 19日 

吸収分割契約締結日 平成 25年９月 19日 

会社分割期限（効力発生日） 平成 25年 11月１日（予定） 



 (注)本会社分割は、会社法第 784条第３項に定める簡易分割および同法第 796条第 1項に定める

略式分割の規定により、当社及び子会社において吸収分割契約に関する株主総会の承認を得るこ

となく行うものです。 

 

(２)会社分割の方式 

当社を吸収分割会社、アトランティス（完全子会社化後；以下、同じ。）を吸収分割承継

会社とする吸収分割です。 

 

(３)会社分割に係る割当ての内容 

当社はアトランティスの全株式を保有していますので、本会社分割による株式その他の

金銭などの割当て及び交付はありません。 

 

(４)吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  

当社が発行する新株予約権の取り扱いにつき、本会社分割による変更はありません。な

お、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

(５)会社分割により増減する資本金 

本会社分割に際して資本金の増減はありません。 

 

(６)承継会社が承継する権利義務 

当社の広告事業に関する資産、その他の権利義務に関して吸収分割契約に定める範囲 

 

(７)債務履行の見込み 

当社及びアトランティスは、本会社分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務につ

き、アトランティスによる履行の見込みに問題はないと判断しています。 

  

４. 会社分割の当事会社の概要（以下、特に記載のない限り平成 25年６月 30日現在） 

(１)名称 グリー株式会社 

（分割会社） 
株式会社アトランティス 

（平成 25年 11 月１日付で

「Glossom 株式会社」に商号変更

予定） 

（承継会社） 

(２)所在地 東京都港区六本木６-10-１ 

六本木ヒルズ森タワー 

東京都港区六本木６-10-１ 

六本木ヒルズ森タワー 

(３)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中 良和 代表取締役社長 野田 伸一郎 

(４)事業内容 インターネットメディア事業 アドエクスチェンジ事業 

(５)資本金 2,198 百万円 141百万円 

(６)設立年月日 2004年 12月７日 2007年３月 15日 

(７)発行済株式数 235,180,000 株 5,014 株 

(８)決算期 ６月 30日 ６月 30日 

(９)大株主及び持株比率 田中良和 48.17% 

KDDI株式会社 5.19% 

グリー株式会社 100.00％ 

（平成 25年９月 19日現在） 



山岸広太郎 2.96% 

ゴールドマンサックスインター

ナショナル 1.00% 

ドイツ証券株式会社 0.92% 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）0.89% 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）0.82% 

スカンジナビスカ エンシルダ 

バンケン クライアンツ アカ

ウント 0.70% 

青柳直樹 0.66% 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（株式付与 ESOP 信託

口・75518口）0.64% 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 25年６月期（連結） 平成 25年６月期（単体） 

純資産（百万円） 98,070 1,144 

総資産（百万円） 158,745 1,469 

1 株当たり純資産（円） 423.30 228,209.19 

売上高（百万円） 152,238 949 

営業利益（百万円） 48,615 643 

経常利益（百万円） 53,257 642 

当期純利益（百万円） 22,514 328 

１株当たり当期純利益（円） 96.83 65,514.45 

 

５. 本件分割における分割する事業部門の概要 

(１)分割する事業部門の事業内容 

当社の広告事業 

(２)分割又は承継する部門の経営成績 

分割部門の売上高（a） 当社売上高（b） 比率（a/b） 

1,397 百万円 152,238百万円 0.9％ 

(３)分割する資産、負債の項目及び金額（平成 25年 7月末時点） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 - 流動負債 - 

固定資産 592百万円 固定負債 - 

合計 592百万円 合計 - 

（注）当社の分割する資産及び負債については、上記金額に本会社分割の効力発生日までの増減

を加除した上で、確定致します。 

 

６. 会社分割後の状況 

(１)当社（分割会社） 

本会社分割による商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本会社分割の対

象となっている事業を除く）、資本金及び決算期の変更はありません。 

(２)アトランティス（承継会社） 



項目 承継会社（平成 25 年 11月１日予定） 

商号 Glossom株式会社 

本店所在地 東京都港区六本木 6-10-1六本木ヒルズ森タワー 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 篠崎 順也 

事業内容 インターネット広告事業 

資本金 141百万円 

決算期 ６月 30日 

 

７. 業績に与える影響 

本件による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

以  上 


