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  平成25年11月26日 

 

各   位 
会 社 名 ケンコーコム株式会社 

代表者名 代表取締役 後藤  玄利 

（コード番号 3325 東証マザーズ） 

問合せ先 
取 締 役 

執行役員管理本部長  
樋口 宣人 

TEL 092-737-0824（代表） 

 

 

当社と楽天株式会社との会社分割（簡易吸収分割）契約締結に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成25年11月26日開催の取締役会において、平成26年１月１日を効力発生日（予定）とし

て、当社の親会社である楽天株式会社を分割会社、当社を承継会社とする会社分割（吸収分割）（以

下「本件会社分割」）を行うことを決議し、本日付で吸収分割契約書（以下「本件吸収分割契約」）

を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 なお、本件会社分割は分割会社である楽天株式会社が運営するインターネット・ショッピングモー

ル『楽天市場』内で展開する楽天24事業を、承継会社である当社に承継するものであります。 

 

記 

 

１． 本件会社分割の目的 

 当社は当社が運営するＥＣサイトを通じ、一般消費者向けに健康関連商品を販売しております。

また、楽天株式会社における楽天 24事業では、売れ筋商品を取扱う売り場を楽天株式会社が運営

するインターネット･ショッピングモール「楽天市場」の中で展開しております。 

当社が位置する健康関連商品や日用品等を扱うＥＣ市場ネット通販の一般化、スマートフォンや

タブレット端末の普及等により、今後ともより一層の成長が見込まれることから、新規参入が相次

いでおります。そうした市場環境の中で、当社がより競争力を高めていくためには、楽天株式会社

の知名度及び「楽天市場」における集客力と、当社が培ってきた物流システム及び顧客サービスの

ノウハウを活用し、付加価値の高いサービスの提供と事業運営の効率化を図ることによって、両社

の強みを活かした新たなＥコマース事業を展開することが必須であると考えております。このよう

に、両社の事業基盤を活用することによって、当社のＥＣ市場における競争力を強化することを目

的としております。 

  

２． 本件会社分割の要旨 

(1) 分割の日程及び概要 

①  分割の日程 

吸収分割決議取締役会      平成 25年 11月 26日 

吸収分割契約締結          平成 25年 11月 26日 

吸収分割の予定日（効力発生日） 平成 26年１月１日（予定） 

（注）本吸収分割は、当社では、会社法796条第３項に定める簡易吸収分割に該当するため、株

主総会による吸収分割契約の承認を得ることなく行うものであります。 
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②  分割の概要 

当社は、本件会社分割に際して、本件会社分割により承継する権利義務の対価として、効

力発生日の前日（平成 25年 12月 31日）における本件会社分割により承継する対象資産（以

下、「対象資産」）の見込評価額から同日に本件会社分割により承継する対象負債（以下、「対

象負債」）の見込評価額を控除した額（以下、「分割対価」）を、当社の普通株式の株価（本件

会社分割に関する当社の取締役会決議の直前営業日（平成 25年 11月 25日）から過去１ヶ月

間の株式会社東京証券取引所が公表した当社株式の終値の出来高加重平均値とする。）で除し

て得られた数（以下、「本件交付株式数」）の当社普通株式を効力発生日に割当てる予定です。

楽天株式会社に割り当てる当社普通株式については、当社が保有する自己株式 4万 5900株の

全部又は一部をもって充てるものとし、本件交付株式数が 4万 5900株を超えた場合には、当

社は本件交付株式数から 4万 5900を減じた数の株式を発行し、楽天株式会社に割当てること

を予定しています。なお、一株に満たない端数がある場合には、これに相当する額を現金で

交付する予定です。 

 当社及び楽天株式会社は、分割対価を、平成 25年 11月 30日現在の貸借対照表その他同日

現在の計算を基礎とし、双方協議の上、平成 25年 12月 20日までに算定する予定です。（分

割対価及び割当ての内容は決定次第お知らせいたします。） 

 当社は、効力発生日に、本件交付株式数の当社普通株式を振替申請することにより楽天株

式会社に交付し又は新規記録通知データの送信を完了して発行することにより割当て、又は、

現金を支払う予定です（効力発生日が祝日、休日の場合には、翌営業日とします。）。但し、

効力発生日の前日における対象資産の確定評価額から同日における対象負債の確定評価額を

控除した額と分割対価との間に差額が発生する場合、当該差額について、本件会社分割の効

力発生日以降、評価額の確定後速やかに、別途両者合意のうえ現金で精算する予定です。（日

程につきましては未定です。精算額が決定次第お知らせいたします。） 

 

(2) 分割方式 

楽天株式会社を吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

 

(3) 分割に係る割当ての内容 

吸収分割承継会社である当社は、吸収分割会社である楽天株式会社へ当社が保有する自己

株式及び新規発行する株式を割当てる予定です。 

前記「２．本件会社分割の要旨（１）分割の日程及び概要②分割の概要」に記載のとおり、

楽天株式会社に割当てる当社普通株式については、当社が保有する自己株式 4万 5900株の全

部又は一部をもって充てるものとし、本件交付株式数が 4万 5900株を超えた場合には、当社

は本件交付株式数から 4万 5900を控除した数の株式を発行し、楽天株式会社に割当てること

を予定しております。なお、一株に満たない端数がある場合には、これに相当する額を現金

で交付する予定です。 

 

(4) 本件会社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 

変更事項はありません。 

 

(5) 分割により増減する資本金 

現時点では確定しておりませんが、確定次第お知らせいたします。 

 

(6) 承継会社が承継する権利義務 

効力発生日における楽天株式会社の楽天24事業に関する資産（売掛金、未収入金、商品及
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びソフトウェア等）、負債（買掛金及び未払金）、およびこれらに付随する権利義務のうち、

今後の楽天24事業の運営において今後も必要性が見込まれるものを承継します。また、楽天

24事業に従事する楽天株式会社の従業員と楽天株式会社との間の雇用契約を承継しないもの

とします。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本件会社分割後、当社における債務の履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予想されて

おりません。 

 

３． 本件会社分割に係る割当ての内容の根拠等 

(1) 割当ての内容の根拠及び理由 

割当ての内容につきましては、前記「２．本件会社分割の要旨(１) 分割の日程及び概要②

分割の概要」に記載のとおりです。 

 当社は本件会社分割の分割対価の公正性を担保し、妥当性を期すための手続きの一環として、

当社及び楽天株式会社と利害関係のない第三者算定機関として清和監査法人を選定し、本件吸

収分割契約締結後に、承継する事業部門の資産、負債及びこれらに付随する権利義務について

のデューディリジェンス及び分割対価の算定の実施を予定しており、平成 25年12月 20日ま

でに予定している分割対価の算定に際しては、分割対価算定書を清和監査法人より受領する予

定でおります。算定書につきましては、分割対価及び割当ての内容のお知らせとともに、内容

をお知らせする予定です。 

 分割対価の価値算定にあたっては、分割対価を対象資産の見込評価額から対象負債の見込評

価額を控除した額としておりますが、この理由は、分割対象事業の過年度の業績等に鑑みると

現時点では超過収益が安定的に見込まれる段階に至っていないため、分割対象事業において潜

在的なのれんは発生していないものと考えられること、また分割対象事業の資産には、有価証

券、不動産及び商標その他の知的財産権は含まれておらず、帳簿価額と時価との間に重要な差

異は存在しないと考えられることなどから、対象資産の見込評価額から対象負債の見込評価額

を控除した額と、分割対象事業の事業価値との間に重要な乖離が存在しないと判断したためで

す。 

 本件交付株式数の算定に使用する当社の普通株式の株価につきましては、最近１ヶ月間、３

ヶ月間、６ヶ月間に株式会社東京証券取引所が公表した当社株式の終値の各単純平均値を比較

することも検討いたしましたが、最近の当社株式の株価及び出来高の急激な変動状況を鑑みて、

最近１ヶ月の出来高加重平均値を採用することが合理性があると判断して、算定根拠として選

択いたしました。また、当該株価 1,836円につきましては、過去１ヶ月間の終値の単純平均値

1,765 円からのプレミアム率が 4.02％、過去３ヶ月間の終値の単純平均値 1,774 円からのプ

レミアム率が 3.49％、過去６ヶ月間の終値の単純平均値 2,049 円からのディスカウント率が

10.40％、直前営業日の終値 1,770円からのプレミアム率が 3.73％であります。 

また、前記「２．本件会社分割の要旨(1) 分割の日程及び概要②分割の概要」のとおり、本

件会社分割にあたり、当社は楽天株式会社へ当社が保有する自己株式及び新規発行する株式を

割当てる予定ですが、これはＥコマース業界における激しい競争の中では、機動力を高めるべ

く、手元資金の流出を防ぐためです。 

なお、楽天株式会社は公認会計士を有するアドバイザリーサービス会社から、当社が行う本

件会社分割により承継される事業の価値算定方法の妥当性に関するアドバイスを受けている

とのことです。 

これらを基に当社及び楽天株式会社は、双方協議の上平成 25年 12月 20日までに分割対価

を算定する予定です。 
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(2) 算定に関する事項 

①  算定機関の名称並びに当社及び楽天株式会社との関係 

清和監査法人(以下「第三者機関」）は、当社及び楽天株式会社の関連当事者には該当せず、

本件会社分割に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

② 算定の概要 

算定の概要につきましては、前記「３. 本件会社分割に係る割当ての内容根拠等(1) 割当

ての内容の根拠及び理由」に記載のとおり、平成 25年 12月 20日までに第三者機関からの分

割対価算定書を受領する予定であり、その内容は受領次第お知らせする予定です。 

 

(3) 上場廃止となる見込み及びその事由 

該当事項はありません。 

 

(4) 公正性を担保するための措置 

 前記「３. 本件会社分割に係る割当ての内容根拠等(2)算定に関する事項」で述べた第三者

機関からの算定書に加え、本件会社分割の交渉過程においては、弁護士法人港国際グループ

の助言を受けております。なお、弁護士法人港国際グループは、当社及び楽天株式会社の関

連当事者には該当せず、本件会社分割に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

(5) 利益相反を回避するための措置 

 当社は、当社及び楽天株式会社との間で利害関係を有しない独立役員である当社社外監査

役宮澤紀一氏、社外監査役岩本仁氏からの意見書を踏まえ、本日開催の取締役会において、

決議に参加した取締役の全員一致により、本件吸収分割契約を締結する旨を決議いたしまし

た。なお、当社取締役である國重惇史は当社及び楽天株式会社の取締役を兼任していること

から、潜在的な利益相反を回避し、意思決定過程の公平性を保つ観点から、上記取締役会に

おける決議には参加しておりません。そして、楽天株式会社執行役員かつ従業員であり、当

社の取締役を務めている中台和夫及び舟木徹につきましても、また、楽天株式会社従業員で

あり、当社の取締役を務めている大塚年比古につきましても、同様の理由により、上記取締

役会における決議には参加しておりません。 
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４． 本件会社分割の当事会社の概要 

（１）名称 

楽天株式会社 

（吸収分割会社） 

（平成24年12月31日現在） 

ケンコーコム株式会社 

（吸収分割承継会社） 

（平成25年３月31日現在） 

（２）所在地 
東京都品川区東品川 

４丁目12番３号 

東京都港区赤坂 

３丁目11番３号 

（３）代表者の役職・氏名 
代表取締役会長兼社長  

三木谷 浩史 

代表取締役 

後藤 玄利 

（４）事業内容 総合インターネットサービス業 健康関連商品のＥコマース事業 

（５）資本金 108,255百万円 2,040百万円 

（６）設立年月日 平成９年２月７日 平成６年11月８日 

（７）発行済株式数 1,320,626,600株 6,917,100株（注1） 

（８）決算期 12月 ３月（注2） 

（９）従業員数 3,498名 314名 

（10）主要取引先 
楽天カード㈱、㈱ジェーシービ

ー、楽天トラベル㈱ 

楽天㈱、楽天カード㈱、㈱リー

ドヘルスケア、㈱あらた 

（11）主要取引銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱日本政策投資銀行 

㈱三菱東京UFJ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱福岡銀行 

㈱商工組合中央金庫 

㈱日本政策投資銀行 

（12）大株主及び持株比率 

㈱ｸﾘﾑｿﾞﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ  17.14％ 

三木谷 浩史     15.38％ 

三木谷 晴子   10.69％ 

楽天㈱     40.21％ 

ＲＳｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ㈱ 10.86％ 

後藤 玄利   10.86％ 

（13）当事会社間の関係(平成25年11月26日現在) 

 

資本関係 

楽天株式会社は、当社の普通株式2,770,600株を保有するとともに、

100%子会社であるＲＳエンパワメント株式会社を通して、 

当社の普通株式748,000株を間接保有しています。 

人的関係 

当社取締役８名のうち４名が楽天株式会社の役員または従業員を

兼任しております。また、当社より楽天株式会社へ従業員が１名出

向しております。 

取引関係 

割当予定先の楽天株式会社は当社の取引先であります。楽天株式会

社が運営するオンラインモール内に当社は支店を出店して健康関

連商品の販売を行い、出店料及び販売手数料をモール運営者に支払

っております。 

関連当事者への該当状況 楽天株式会社は当社の親会社に該当します。 
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（14）最近３年間の財政状態及び経営成績（日本会計基準）（単位：百万円） 

楽天株式会社（吸収分割会社） 

決算期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期 

連結純資産 249,233 231,025 262,451 

連結総資産 1,949,516 1,915,892 2,108,409 

１株当たり連結純資産 181円60銭（注3） 170円89銭（注3） 193円73銭（注3） 

連結売上高 346,144 379,900 443,474 

連結営業利益 63,766 70,789 72,259 

連結経常利益 62,301 68,267 71,514 

連結当期純利益又は損失

（△） 
34,956 △2,287 19,413 

１株当たり連結当期純利益

又は損失（△） 
26円66銭（注3） △1円74銭（注3） 14円77銭（注3） 

ケンコーコム株式会社（吸収分割承継会社） 

決算期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

連結純資産 1,502 1,203 2,309 

連結総資産 4,294 4,222 5,181 

１株当たり連結純資産 452円79銭（注1） 293円39銭（注1） 334円45銭（注1） 

連結売上高 13,178 17,167 17,902 

連結営業利益 △244 △519 △132 

連結経常利益 △252 △552 △184 

連結当期純利益又は損失

（△） 
△446 △701 △455 

１株当たり連結当期純利益

又は損失（△） 
△136円21銭（注1） △174円54銭（注1） △73円50銭（注1） 

（注 1）ケンコーコム株式会社は、平成 25年 10月１日付で普通株式１株につき 100株の割合で株式

分割を行っており、発行済株式数は平成 25年 10月１日現在の株式数を記載しており、１株

当たり純資産及び１株当たり当期純利益又は損失（△）については、平成 23年３月期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。 

（注 2）平成 25年６月 25日付で決算期を３月 31日から 12月 31日に変更しております。 

（注 3）楽天株式会社は、平成 24年７月１日付で普通株式１株につき 100株の割合で株式分割を行っ

ており、１株当たり連結純資産及び１株当たり連結当期純利益又は損失（△）については、平

成 22年 12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。 

 

５． 承継する事業の概要 

(1) 承継する事業の内容 

生活雑貨や家庭用品・消耗品など日用品に特化したインターネット通販サイトの運営 

 

(2) 承継する部門の経営成績（平成 24 年 12月期） 

売上高 440百万円 

なお、利益につきましては、現時点ではまだ収益化にいたっておりません。 

 

(3) 承継する資産、負債の項目及び金額 

前記「２．本件会社分割の要旨（１）分割の日程及び概要①分割の日程」に記載のとおり、

当社及び楽天株式会社は、双方協議の上、平成25年12月20日までに分割対価を算定する予定
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です。分割する資産、負債の項目及び金額につきましては決定次第お知らせいたします。 

 

６． 本件会社分割後の状況 

本会社分割における、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期につい

ての変更はありません。 

資本金、純資産及び総資産の増減につきましては、前記「２．本件会社分割の要旨(1) 分割の

日程及び概要②分割の概要」のとおり、平成25年12月20日までに予定している分割対価の算定

及び決定する割当ての内容とともにお知らせします。 

 

７． 会計処理の概要 

「事業分離等に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」に基づき会計処理を実施いたします。 

なお、「のれん」は発生しない見込です。 

 

８． 今後の見通し 

本件会社分割が当社の業績に与える影響につきましては、現在精査中でありますが、「１．会

社分割の目的」にもありますとおり、両事業の統合により、競争力の強化による売上高の増加が

見込まれます。 

 本件会社分割の影響につきましては、平成26年２月に発表予定の平成25年12月期決算短信にお

ける業績予想に含めて発表いたします。 

 

９． 支配株主との取引等に関する事項 

 平成25年３月31日現在において、楽天株式会社は当社の発行済み株式総数の40.21％を保有し

ており、また100%子会社であるＲＳエンパワメント株式会社を通して、当社の発行済み株式総数

の10.86％を保有していることから、本件会社分割は、当社にとって支配株主との取引等に該当

します。 

 当社が平成25年７月１日に開示したコーポレート・ガバナンスに関する報告書で示している

「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりで

あり、本件会社分割は当該指針に適合していると判断しております。 

「親会社である楽天株式会社およびそのグループ会社との取引については、その取引条件に関し

て、市場の実勢や他の取引先との条件を参考にしつつ適正に決定し、少数株主に不利益を与える

ことのないように対応しています。」 

具体的には当社は、前記「３．本件会社分割に係る割当ての内容根拠等(4) 公正性を担保する

ための措置」に記載のとおり、本件会社分割の公正性を担保するため、第三者機関である清和監

査法人に依頼する算定書に加え、交渉過程においては、当社及び楽天株式会社の関連当事者には

該当しない弁護士法人港国際グループの助言を受けております。 

また、前記「３．本件会社分割に係る割当ての内容根拠等(5) 利益相反を回避するための措置」

に記載のとおり、意思決定の公正性および中立性を保つための措置を講じた上で、本件会社分割

を決定しております。 

このように、当社は楽天株式会社から独立した立場において、少数株主に不利益とならないよ

う本件会社分割を決定し、株主全体の利益の最大化をはかっていることから、かかる対応は上記

指針の趣旨に適合するものと考えております。 

   また、当社は、本件会社分割の実施が少数株主にとって不利益でないことに関する意見として、

平成25年11月25日、楽天株式会社との間に利害関係のない独立役員である社外監査役宮澤紀一氏、

社外監査役岩本仁氏より、以下の内容の意見書を入手しております。 
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   当該意見書の内容は以下のとおりです。 

① 本件吸収分割は、楽天株式会社が行う楽天２４部門に係るＥコマース事業を当社と統合し、

両社の事業基盤を活用することによって、競争の激しいＥコマース業界における競争力を強化す

ること等を目的とするものである。本件吸収分割により、当社は楽天株式会社の知名度及び「楽

天市場」における集客力と、当社が培ってきた物流システム及び顧客サービスのノウハウを活用

することによって、両社の強みを活かした新たなＥコマース事業を展開することができ、本件吸

収分割により当社の企業価値の向上を図ることが可能と考える。よって、本件吸収分割の目的は

正当であると考える、②本件吸収分割により当社が楽天に交付する対価の大要は、本件吸収分割

の効力発生日の前日である平成２５年１２月３１日における、本件吸収分割により承継する対象

資産（以下「対象資産」という。）の見込評価額から、本件吸収分割により承継する対象負債の

見込評価額を控除した額を、当社の普通株式の株価（本件吸収分割に関する当社取締役会決議の

直前営業日（平成２５年１１月２５日）から過去１ヶ月間の株式会社東京証券取引所が公表した

当社株式の終値の出来高加重平均値とされる。）で除して得られた数の当社普通株式とされてい

る。対象資産及び対象負債の見込評価額は、同年１２月２０日までに、当社と楽天株式会社が協

議の上で算定するところ、当社は、本件吸収分割契約締結後に、独立した第三者算定機関として

清和監査法人を選定し、対象資産及び対象負債の見込評価額の算定を委託し、同法人から取得し

た算定書に基づき対象資産及び対象負債の見込評価額を算定することを予定している。なお、清

和監査法人は、当社と顧問契約を締結する等日常的に契約関係にあるものではなく、また、楽天

株式会社との間にも特段の利害関係を有していない。したがって、対象資産及び対象負債の見込

評価額の算定にあたってはその公正性・合理性を十分に担保するための措置がとられている。ま

た、当社が交付する株式数を決定するに当たり、当社が上場会社である以上、市場価格を基準と

し、最近の当社株式の株価及び出来高の急激な変動状況を鑑みると、過去１ヶ月間の当社株式の

終値の出来高加重平均値を用いることには公正性・合理性があるといえる。したがって、本件吸

収分割により当社が楽天に交付する対価は対価の公正性・合理性が担保されているといえる、③

本件吸収分割の交渉過程においては、当社法務アドバイザーである弁護士法人港国際グループの

助言を踏まえた実質的な交渉が行われており、かつ、会社法に則り楽天株式会社と利害関係のな

い役員のみにより上記助言を勘案して当社取締役会の審議及び決議がなされることから、本件吸

収分割の手続についても公正性が担保されているといえる。なお、弁護士法人港国際グループは、

当社と法律業務の委任契約を締結したことはあるが、顧問契約を締結する等日常的に契約関係に

あるものではなく、また、楽天との間にも特段の利害関係を有していない。 

  よって、本件吸収分割は、当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する。 

  また、平成 25 年 12 月 20 日までに予定されている分割対価の算定及び決定の時には、当社は

改めて両氏より意見書の入手を予定しております。 

 

(参考)当期業績予想(平成25年６月 25日公表分)及び前期実績 

                                      (単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

(平成 25年 12月期) 
15,000 80 － － 

前期実績 

(平成 25年３月期) 
17,902 △132 △184 △455 

(注)当期は決算期の変更に伴い、平成 25年４月から平成 25年 12月までの変則決算となります。 

 

 

以上 


