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平成 26年１月 28日 

各 位 

会 社 名  日 本 コ ロ ム ビ ア 株 式 会 社 

代 表 者 名    代 表 取 締 役 社 長 

兼 最 高 執 行 責 任 者 原 康晴 

（コード番号 6791 東証第一部） 

問 合 せ 先 財務・管理本部副本部長 鈴木千佳代 

T E L  03-6895-9870 

 

 

完全子会社との会社分割（簡易分割・略式分割）契約締結に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年４月１日を効力発生日として、当社の配信事

業及び特販/通販事業における販売に関する事業（以下「本件事業」といいます。）に関して有する

権利義務を、コロムビア・マーケティング株式会社（以下「コロムビア・マーケティング」といい

ます。）に承継させる吸収分割（以下「本件吸収分割」といいます。）を行うことを決定し、コロム

ビア・マーケティングとの間で本件吸収分割に係る吸収分割契約書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、本件吸収分割は、当社の完全子会社との間で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開示しております。 

 
記 

 

 

１．本件吸収分割の目的 

当社は、変化する市場環境に対して迅速に対応し、高い競争力を有する効率的な営業体制を

構築するため、平成24年10月１日付で、新設分割の方法により、当社のCD・DVD等の音楽・映

像ソフトの販売及びゲーム関連ソフト等の販売に関する事業、並びに製造販売受託事業を、コ

ロムビア・マーケティングに承継させました。 

この度、当社の本件事業についてもコロムビア・マーケティングに承継させることで、コロ

ムビア・マーケティングに当社グループの全営業力を結集させ、マーケティングと販売のプロ

フェッショナル集団として位置付けることにより、グループ全体のさらなる営業機能の効率

化・高度化を進めることにいたしました。 
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２．本件吸収分割の要旨 

（1）本件吸収分割の日程 

 分割承認取締役会（両社）   平成 26年１月 28日 

 分割契約締結（両社）     平成 26年１月 28日 

 効力発生日          平成 26年４月１日（予定） 

（注）本件吸収分割については、当社においては会社法第 784 条第３項に基づく簡易吸収分

割、コロムビア・マーケティングにおいては会社法第 796 条第１項に基づく略式吸収

分割に該当するため、両社の株主総会の承認決議を経ずに行うこととしております。 

 

（2）本件吸収分割の方式 

当社を吸収分割会社とし、コロムビア・マーケティングを吸収分割承継会社とする吸収分割で

す。 

 

（3）本件吸収分割に係る割当ての内容 

  コロムビア・マーケティングは、当社の完全子会社であることから、本件吸収分割に際して、

当社に対し株式その他の財産の割当ては行いません。 

 

（4）本件吸収分割により増減する資本金 

  本件吸収分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

（5）本件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 

  当社は新株予約権を発行しておりますが、本件吸収分割に伴いその取扱いに変更はありませ

ん。また、当社は、新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（6）吸収分割承継会社が承継する権利義務 

  コロムビア・マーケティングは、本件吸収分割の効力発生日において、当社が本件事業に関

して有する権利義務（ただし、本件事業に従事する当社の従業員（以下「本件従業員」とい

います。）との間で締結されている雇用契約（以下「本件雇用契約」といいます。）に基づく

権利義務を除きます。）を承継いたします。 

 

(7) 雇用契約 

当社は、本件吸収分割により、本件雇用契約に基づく権利義務をコロムビア・マーケティン

グに承継させず、本件吸収分割の効力発生日以後、本件従業員（28 名：予定）全員をコロム

ビア・マーケティングに出向させる予定です。 

 

（8）債務履行の見込み 

吸収分割承継会社であるコロムビア・マーケティングが負担すべき債務につきましては、本

件吸収分割の効力発生日以後も、履行の見込みに問題はないと判断しております。 
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３．本件吸収分割当事会社の概要（平成 25年３月末現在） 

  吸収分割会社 吸収分割承継会社 

１. 名称 日本コロムビア株式会社 ｺﾛﾑﾋﾞｱ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社 

２. 所在地 東京都港区 東京都港区 

３. 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 原 康晴 代表取締役社長 吉田 眞市 

４. 事業内容 CD・DVD 等の音楽・映像ソフト及びゲー

ム関連ソフト等の市販/配信事業及び特

販/通販事業 

CD・DVD 等の音楽・映像ソフトの企

画・販売及びゲーム関連ソフト等の

販売に関する事業並びに製造販売受

託事業 

５. 資本金 1,000 百万円 100百万円 

６. 設立年月日 明治 43年 10月 1日 平成 24年 10月１日 

７. 発行済株式数 
(平成 26 年１月 28 日現在) 

普通株式            13,512,870株 普通株式               1,000株 

８. 決算期 ３月 ３月 

９. 大株主及び持株比

率 
(平成 25 年９月末現

在) 

株式会社フェイス 31.20% 

株式会社第一興商 4.75% 

三井住友信託銀行株式会社 0.95% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社 

（信託口） 0.94% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 

（信託口 6） 0.65% 

極東証券株式会社 0.63% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 

（信託口 3） 0.61% 

富国生命保険相互会社 0.59% 

丸美屋食品工業株式会社 0.57% 

CREDIT SUISSE SECURITIES(USA) LLC 

SPCL. FOR EXCL. BEN 

（常任代理人 クレディ・スイス証券株式

会社） 0.56% 

日本コロムビア株式会社 100.00% 

 

10. 従業員数 303名（連結） 68 名 

11. 直前事業年度の 

財政状態及び経営成績 

平成 25年３月期（連結） 

(平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日) 

平成 25年３月期（単体） 

(平成 24年 10月１日～平成 25 年３月 31 日) 

 純資産 3,089 百万円 160百万円 

 総資産 8,730 百万円 1,982 百万円 

 売上高 14,311百万円 1,201 百万円 

 営業利益 534百万円 103百万円 

 経常利益 591百万円 107百万円 

 当期純利益 359百万円 35 百万円 

 1 株当たり当期純利益 26円 61銭 35,207円 20 銭 

 1株当たり配当金 － － 

 1株当たり純資産 △250円 75銭 160,207円 20銭 

（注 1.）「９.大株主及び持株比率（平成 25年９月末現在）」には記載しておりませんが、ブラック

ロック・ジャパン株式会社が、平成 25年 11月８日付で当社株式に係る大量保有報告書の変

更報告書を関東財務局長に提出しており、当該変更報告書に基づき当社が計算した、同日現

在の同社及び共同保有者の保有割合は、4.26％となっております。 

（注 2.）当社は、平成 25年 10月１日付で普通株式及び A種優先株式につき 20株を１株とする株

式併合を行ったため、当該株式併合が平成 24 年４月 1 日付で行われたと仮定した上で、１

株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。 
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４．分割する事業部門の概要 

（1）分割する部門の事業内容： 

当社の配信事業及び特販/通販事業における販売に関する事業 

 

（2）分割する部門の経営成績 

売上高 486百万円（平成 25年３月期） 

 

（3）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 25年３月 31日現在） 

（単位：百万円） 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価額 

流動資産 342 負債  17 

固定資産 － 資本 324 

合計 342 合計 342 

 

 

５．本件吸収分割後の状況 

本件吸収分割後の当社及びコロムビア・マーケティングの事業内容は以下のとおりです。 

 吸収分割会社 吸収分割承継会社 

事業内容 CD・DVD 等の音楽・映像ソフト及

びゲーム関連ソフト等の市販/配

信事業及び特販/通販事業 

CD・DVD 等の音楽・映像ソフトの企画・

販売及びゲーム関連ソフト等の販売に関

する事業、配信事業及び特販/通販事業に

おける販売に関する事業、並びに製造販

売受託事業 

 

なお、本件吸収分割により、当社及びコロムビア・マーケティングの名称、所在地、代表者の

役職・氏名、資本金、及び決算期の変更はありません。 

 

６．今後の見通しについて 

当社は、今後も経営の効率化と収益性の向上を目指した施策を推し進め、業績の向上につなげ

てまいります。 

なお、コロムビア・マーケティングは当社の完全子会社であるため、本件吸収分割が当社連結

業績に与える影響は軽微です。 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 25年５月 14日公表分）及び前期連結実績 

（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 26年３月期） 
15,000 350 330 260 

前期業績 

（平成 25年３月期） 
14,311 534 591 359 

 

以 上 


