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各位 

 

会 社 名 グ リ ー 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 田中  良和 

（コード番号：3632 東証第一部） 

問 合 せ 先 
取締役執行役員常務  

管理統括本部長 
秋 山  仁 

（TEL.03-5770-9500） 

 

メディア事業の再編（当社子会社との共同新設分割（簡易分割）及び簡易吸収合併） 

に関するお知らせ 

 

当社及び当社子会社である株式会社おとデパ（以下、「おとデパ」）は、平成 27年７月 23日開

催の取締役会において、平成 27年９月１日付で、当社の GREE News事業（サービス名：「GREE NEWS」）

及びおとデパのメディア事業（サービス名：「おとデパ」）を共同新設分割の方法によって設立す

るピンテ株式会社（以下、「新設会社」）に継承させる会社分割（以下、「本会社分割」）を行うと

ともに、平成 27年 10 月５日付で当社がおとデパを吸収合併（以下、「本合併」）すること（以下、

本会社分割と本合併を総称して「本組織再編」）をそれぞれ決議いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

なお、本会社分割は完全子会社と共同で行う簡易分割であり、本合併は完全子会社を対象とす

る簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

１．本組織再編の目的 

 経営資源の集中による効率化を図り、更なる事業発展を目指すことを目的に、本組織再編を行

うことといたしました。 

 

２．本会社分割の要旨 

（１）本会社分割の日程 

取 締 役 会 決 議 日 （ 各 社 ） 平成 27年７月 23日 

株主総会決議日（おとデパ） 平成 27年８月 11日（予定） 

効 力 発 生 日 平成 27年９月１日（予定） 

     

本会社分割は、当社においては会社法第 805 条の規定に基づく簡易分割に該当するため、当社

は株主総会の承認を得ることなく行います。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社及びおとデパを新設分割会社、新設会社を新設分割設立会社とする共同新設分割です。 

 

（３）本会社分割の割当ての内容 
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本会社分割により、当社は、新設会社から対価として新設会社の普通株式 1,800 株、おとデパ

は新設会社の普通株式 200株の交付を受けます。 

 

（４）本会社分割の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

（５）本会社分割の会社分割により増減する資本金 

本会社分割に際して当社の資本金の増減はありません。 

 

（６）本会社分割の新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、分割の効力発生日に新設分割会社が分割する事業に関して有する資産、負債及び

これらに付随する権利義務を承継します。但し、共同新設分割計画書に別段の記載があるものを

除きます。 

 

（７）本会社分割の債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日後において、新設分割会社及び新設会社が本会社分割後に負担すべき

債務については、 履行の見込みに問題がないものと判断しております。 

 

（８）本会社分割の当事会社の概要 

 
 

新設分割会社 

（平成 27年３月 31日現在） 

新設分割会社 

（平成 27年３月 31日現在） 

新設会社 

（平成 27年９月１日予定） 

(1) 名称 グリー株式会社 株式会社おとデパ ピンテ株式会社 

(2) 所在地 東京都港区六本木６-10-１ 東京都港区六本木６-10-１ 東京都港区六本木６-３-１ 

(3) 代表者の役職・氏名 
代表取締役会長兼社長 田中良

和 
代表取締役社長 吉田大成 代表取締役社長 見原思郎 

(4) 事業内容 インターネットメディア事業 

スマートフォンアプリの企

画・運営・開発、食料品の通信

販売、物産展等イベントの企

画・運営、地域活性化 

インターネットメディア事業 

(5) 資本金 2,274百万円 65百万円 50百万円 

(6) 設立年月日 平成 16年 12月７日 平成 26年７月 14日 平成 27年９月１日（予定） 

(7) 発行済株式数 240,660,000 株 2,600株 2,000株 

(8) 決算期 ６月 30日 ６月 30日 ６月 30日 

(9) 

大株主及び持株比率 

（平成 26年 12月 31

日現在） 

田中 良和 46.65% 

KDDI 株式会社 5.03% 

山岸 広太郎 2.87% 

グリー株式会社 100% 
グリー株式会社 90% 

株式会社おとデパ 10% 

(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態（平成 26年６月期）  

 決算期 平成 26年６月期（連結） 平成 26年６月期（単体）  

 純資産 114,022百万円 ―  

 総資産 150,794百万円 ―  

 １株当たり純資産 483.33円 ―  

 売上高 125,598百万円 ―  

 営業利益 35,007百万円 ―  

 経常利益 36,056百万円 ―  

 当期純利益 17,347百万円 ―  

 １株当たり当期純利益 74.31円 ―  

注１ 新設会社の大株主及び持株比率は、本合併により当社 100%となります。 

注２ おとデパは平成 26年７月 14日設立のため、平成 26年６月期の実績はありません。 
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（９）分割する事業部門の概要 

①分割する部門の事業内容 

GREE News事業（サービス名：「GREE NEWS」）  

メディア事業（サービス名：「おとデパ」）  

 

②分割する部門の経営成績（平成 26年６月期） 

 GREE NEWS おとデパ 

売上高 60百万円 ― 

 

③分割する資産、負債の項目及び金額（予定） 

 GREE NEWS おとデパ 

資産 100百万円 ０百万円 

負債 ０百万円 ０百万円 

 

実際に分割する資産及び負債の金額は、上記金額に本会社分割の効力発生日までの増減を調

整したうえで確定いたします。なお、上記金額に変更が生じた際は速やかにお知らせいたしま

す。 

 

（１０）本会社分割後の状況 

当社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金の額及び決算期に変更はありません。 

 

３．本合併の要旨 

（１）本合併の日程 

取 締 役 会 決 議 日 （ 各 社 ） 平成 27年７月 23日 

効 力 発 生 日 平成 27年 10月５日（予定） 

     

本合併は、当社においては会社法第 796 条第３項に定める簡易合併に該当し、おとデパにおい

ては会社法第 784 条第１項に定める略式合併に該当するため、いずれも株主総会の承認を得るこ

となく行います。 

 

（２）本合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、おとデパは解散いたします。 

 

（３）本合併の割当ての内容 

 当社は、おとデパの全株式を所有しており、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並び

に合併交付金の支払いは行いません。 

 

（４）本合併の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 
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（５）本合併の当事会社の概要 

 
 

吸収合併存続会社 

（平成 27年３月 31日現在） 

吸収合併消滅会社 

（平成 27年３月 31日現在） 

(1) 名称 グリー株式会社 株式会社おとデパ 

(2) 所在地 東京都港区六本木６-10-１ 東京都港区六本木６-10-１ 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 田中良和 代表取締役社長 吉田大成 

(4) 事業内容 インターネットメディア事業 

スマートフォンアプリの企画・運営・開発、

食料品の通信販売、物産展等イベントの企

画・運営、地域活性化 

(5) 資本金 2,274百万円 65百万円 

(6) 設立年月日 平成 16年 12月７日 平成 26年７月 14日 

(7) 発行済株式数 240,660,000 株 2,600株 

(8) 決算期 ６月 30日 ６月 30日 

(9) 

大株主及び持株比率 

（平成 26年 12月 31

日現在） 

田中 良和 46.65% 

KDDI 株式会社 5.03% 

山岸 広太郎 2.87% 

グリー株式会社 100% 

(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態（平成 26年６月期） 

 決算期 平成 26年６月期（連結） 平成 26年６月期（単体） 

 純資産 114,022百万円 ― 

 総資産 150,794百万円 ― 

 １株当たり純資産 483.33円 ― 

 売上高 125,598百万円 ― 

 営業利益 35,007百万円 ― 

 経常利益 36,056百万円 ― 

 当期純利益 17,347百万円 ― 

 １株当たり当期純利益 74.31円 ― 

注 おとデパは平成 26年７月 14日設立のため、平成 26年６月期の実績はありません。 

 

（６）本合併後の状況 

当社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金の額及び決算期に変更はありません。 

 

４．今後の見通し 

本組織再編は、いずれも当社及び当社の完全子会社を当事者とするものであり、当社の連結業

績に与える影響は軽微であるため、平成 27年６月期の連結業績に与える影響はありません。 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 27年４月 28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 

当期連結業績予想 

（平成 27年６月期） 
93,500 20,000 24,000 1,000 

前期連結実績 

（平成 26年６月期） 
125,598 35,007 36,056 17,347 

 

 

以 上 


