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連結子会社の吸収合併及び連結子会社間の合併に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29年 10 月 25 日開催の取締役会において、平成 30年１月１日を効力発生日として、当社

100％出資の連結子会社であるオリコン・エナジー株式会社（以下「エナジー社」）を当社に吸収合併する

こと、及び同日付で当社 100％出資の連結子会社であるオリコン Dサイエンス株式会社（以下「Dサイエン

ス社」）を同 100％出資の連結子会社であるオリコン・リサーチ株式会社（以下「リサーチ社」）に吸収合併

することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、エナジー社の吸収合併につきましては完全子会社との簡易合併であること、リサーチ社と Dサイ

エンス社との合併は当社の完全子会社同士の合併であることから、開示内容を一部省略して記載しており

ます。 

 

記 

 

１． 組織再編の目的 

（１） 連結子会社の吸収合併 

エナジー社は、当社グループにおけるエネルギー関連事業への取り組みを担っておりますが、この

たび同社が保有する特許権を当社の下で管理し、あらためて事業化の進展を図るという判断から、

当社により吸収合併することといたしました。 

（２） 連結子会社間の合併 

D サイエンス社は、データ分析結果を活用した各種サービスの提供を行っておりますが、このたび

同社の機能をリサーチ社が展開するデータサービス事業に集約し、さらなる競争力の向上を図ると

いう判断から、リサーチ社により Dサイエンス社を吸収合併することといたしました。 

 

２． エナジー社の吸収合併について 

（１） 合併の要旨 

① 合併の日程 

取締役会決議日 平成 29 年 10 月 25 日 

合併契約締結日 平成 29 年 10 月 25 日 

合併実施予定日（効力発生日） 平成 30 年１月１日（予定） 

注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第２項に定める簡易合併であり、エナジー社にお

いては会社法第 784 条第１項に定める略式合併であるため、それぞれの株主総会による承認を得

ることなく行います。 

② 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、エナジー社は解散いたします。 

③ 合併に係る割当の内容 

本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。 

会 社 名 オリコン株式会社 

代表者名 代表取締役社長 小池 恒 

 （コード番号：4800 JASDAQ） 

問合せ先 企業広報部長  西 昭一郎 

 ＴＥＬ 03-3405-5252（代表） 



 

 

④ 消滅会社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。 

 

（２） 合併当事会社の概要（平成 29年３月 31 日現在） 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

①名称 オリコン株式会社 オリコン・エナジー株式会社 

②所在地 東京都港区六本木6丁目8番10号 東京都港区六本木6丁目8番 10号 

③代表者の氏名・役職 代表取締役社長 小池 恒 代表取締役社長 小池 恒 

（平成 29 年 6月 27 日就任） 

④事業内容 純粋持株会社 エネルギー関連事業 

⑤資本金 1,092 百万円 30 百万円 

⑥設立年月日 平成 11 年 10 月１日 平成 18 年 12 月 1日 

⑦発行済株式数 15,123,200 株 3,620 株 

⑧決算期 3月 31 日 3 月 31 日 

⑨大株主及び持株比率 有限会社リトルポンド 32.86％ 

株式会社ローソン    2.21％ 

小池 秀効       2.12％ 

小池 尚子       2.10％ 

日本証券金融株式会社  2.08％ 

当社          100％ 

(注)1.当社は、自己株式 1,020,300 株を保有していますが、上記大株主からは除外しております。 

2.持株比率は自己株式(1,020,300 株)を控除して計算しております。 

⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 29 年 3月期（連結） 平成 29 年 3月期（単体） 

 純資産 1,952 百万円  215 百万円  

 総資産 3,116 百万円   216 百万円  

 １株当たり純資産 139.28 円  59,415.95 円  

 売上高 3,781 百万円  -  

 営業利益 616 百万円  △30 百万円  

 経常利益 578 百万円  △31 百万円  

 親会社株主に帰属する 

当期純利益 
337 百万円  △42 百万円  

 １株当たり当期純利益  23.69 円   △11,854.89 円  

 

（３） 合併後の状況 

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はあ

りません。 

 

３． リサーチ社と Dサイエンス社の合併について 

（１） 合併の要旨 

① 合併の日程 

取締役会決議日（当社及び当事会社） 平成 29 年 10 月 25 日 

合併契約締結日（当事会社） 平成 29 年 10 月 25 日 

合併承認株主総会開催日（当事会社） 平成 29 年 12 月７日（予定） 

合併実施予定日（効力発生日） 平成 30 年 1月 1日（予定） 



 

 

② 合併の方式 

リサーチ社を存続会社とする吸収合併方式で、Dサイエンス社は解散いたします。 

③ 合併に係る割当の内容 

本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。 

④ 消滅会社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。 

 

（２） 合併当事会社の概要（平成 29年３月 31 日現在） 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

①名称 オリコン・リサーチ株式会社 オリコン Dサイエンス株式会社 

②所在地 東京都港区六本木6丁目8番10号 東京都港区六本木6丁目8番 10号 

③代表者の氏名・役職 代表取締役社長 佐藤 直也 代表取締役社長 小池 恒 

④事業内容 音楽・映像・書籍のマーケティン

グデータの提供 

音楽データベースの提供 

データ分析結果を活用した各種サ

ービスの提供 

⑤資本金 30 百万円 30 百万円 

⑥設立年月日 平成 17 年 10 月 1日 平成 25 年 12 月 1日 

⑦発行済株式数 30,000 株 6,000 株 

⑧決算期 3月 31 日 3 月 31 日 

⑨大株主及び持株比率 当社          100％ 当社          100％ 

⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 29 年 3月期（単体） 平成 29 年 3月期（単体） 

 純資産 521 百万円   30 百万円  

 総資産 663 百万円   38 百万円  

 １株当たり純資産 17,377.08 円  5,108.28 円  

 売上高 843 百万円  24 百万円  

 営業利益 152 百万円  △3百万円  

 経常利益 153 百万円  △3百万円  

 親会社株主に帰属する 

 当期純利益 
100 百万円  △3百万円  

１株当たり当期純利益 3,351.07 円  △520.55 円  

 

（３） 合併後の状況 

本合併によるリサーチ社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変

更はありません。 

 

４． 今後の見通し 

本合併による当社の連結業績への影響は軽微であります。 

 

以上 

 

 

 

 

 



 

 

 

（参考）当期連結業績予想(平成 29 年５月 10 日公表)及び前期連結業績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 
親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期業績予想 

(平成 30 年３月期) 
4,170 百万円 705 百万円 660 百万円 420 百万円 

前期実績 

(平成 29 年３月期) 
3,781 百万円 616 百万円 578 百万円 337 百万円 

 


