
 

 

 

 

平成 17 年５月 20 日 

各  位 

所 在 地 東京都港区六本木六丁目８番 10号 

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 大証ヘラクレス市場） 
問い合わせ先 執行役員経理本部長 峯岸 幸久 

 ＴＥＬ 03-3405-5252（代表） 

 

会社分割についてのお知らせ 

 

 当社は、平成 17 年５月 20 日開催の取締役会において、平成 17 年 10 月１日を期日として、下記の

とおり会社分割の方法によりマーケティングＤＢ事業部門を分割し、新たに設立するオリコン・マー

ケティング・プロモーション株式会社に承継する分割計画書を承認し、その詳細を決議いたしました

ので、お知らせいたします。 

 なお、本件会社分割は、平成 17 年６月 24 日開催予定の定時株主総会の可決承認を条件に行われる

予定であります。 

 

記 

 

１． 会社分割の目的   

当社グループは、更なる業容拡大を進めるとともに、グループ全体の企業価値の増大を目指し、

スピード経営を重視したグループ会社間のセグメント再構築に取り組んでおります。 

その一環として、当社の主要な事業であるデータベース事業を分社化し、意思決定の更なる迅

速化、経営責任を明確化することにより収益性を高め、市場競争力の更なる強化をしていきます。 

なお、本件分割により、当社は持株会社制に移行することとなります。 

 

２． 会社分割の要旨 

（１） 会社分割の日程 

分割計画書承認取締役会    平成 17 年５月 20 日 

     分割計画書承認株主総会    平成 17 年６月 24 日（予定） 

     分 割 期 日        平成 17 年 10 月１日（予定） 

     分 割 登 記        平成 17 年 10 月１日（予定） 

     

（２） 分割方式 

     ① 分割方式 

      当社を分割会社とし、新たに設立する「オリコン・マーケティング・プロモーション株

式会社」を承継会社とする分社型の新設分割（物的分割）であります。 

 



 

 

② 当分割方式を採用した理由 

    会社分割後も引き続き経営権を維持できる分社型新設分割としました。 

 

（３） 株式の割当 

① 割当比率 

承継会社が本件会社分割に際して発行する普通株式 30,000 株は、全て当社に割り当てら

れます。 

    ② 株主割当の算定根拠 

      承継会社は当社の完全子会社であり、かつ本分割は物的分割であることから、割り当て

られる株式の如何によらず当社の純資産に変動はありません。このため、当社株主は直接

の影響を受けないことから、当社内で検討した結果、割り当てる株式数を決定いたしまし

た。 

 

（４） 分割交付金 

分割交付金の支払はありません。 

 

（５） 承継会社が承継する権利義務 

平成 17 年３月 31 日現在の貸借対照表を基礎とし、これに分割期日に至るまでの増減を加

除した当事業部門に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務並びに契約上の地位（た

だし、当分割に係る分割契約書において別段の合意がなされたものを除く）といたします。 

 

（６） 債務履行の見込み 

    当社の直近の貸借対照表を基礎に、当分割後の当社及び承継会社の資産、負債の額及び収

益状況について検討した結果、両社とも資産の額を上回ることが見込まれ、現在のところ、

その債務の履行に支障をきたす事象の発生及び可能性は認識されていないため、当分割後の

当社及び承継会社の負担すべき債務の履行の確実性には問題がないものと判断しております。 

 

（７） 新設会社に新たに就任する役員 

① 取締役   小池秀効、小池恒、丸山佳彦 

      ② 監査役   瀧口一則 



 

３．分割当事会社の概要（平成 17年３月 31 日現在） 

項 目 分割会社 新設会社 

（１）商号 オリコン株式会社 オリコン・マーケティング・プロモーション株式会社

（２）事業内容 

・音楽・映像等のデータベースの収集

及び加工並びにこれらに関するサー

ビスの提供 

・子会社の株式を所有することによる

事業活動の支配・管理並びにグルー

プ全体の経営戦略の策定 

音楽・映像等のデータベースの収集及び

加工並びにこれらに関するサービスの

提供 

（３）設立年月日 平成 11 年 10 月 1 日 平成 17 年 10 月 1 日（予定） 

（４）本店所在地 東京都港区六本木六丁目８番 10 号 東京都港区六本木六丁目８番 10 号 

（５）代表者 代表取締役社長 小池 恒 代表取締役社長 小池秀効 

（６）資本金 1,065,461 千円 30,000 千円（予定） 

（７）発行済株式総数 79,725 株 30,000 株（予定） 

（８）株主資本 2,104,442 千円 250,446 千円 

（９）総資産 3,055,900 千円 306,178 千円 

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）従業員数 46 名 26 名 

（12）主要取引先 
グループ各社、各レコード会社、各新

聞社等 
同左 

（13）大株主および持株比率 

㈲リトルポンド       33.29% 

小池 恒           11.33% 

小池尚子              3.89% 

大阪証券金融㈱             3.31% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱     2.68% 

小池秀効              2.62% 

小池結実              2.38% 

オリコン㈱   100% 

（14）主要取引銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱東京三菱銀行 

㈱みずほ銀行 

未定 

資本関係 新設会社は、分割会社の 100％子会社となります。 

人的関係 当社の取締役２名が兼務しております。 （15）当事者との関係 

取引関係 当社は、株式所有による事業活動の支配・管理を行います。 

 

（16）最近３決算期間の業績 

                  オリコン株式会社（分割会社） 

決算期 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 

売上高（千円） 1,100,619 1,024,508 990,446

営業利益（千円） 252,816 168,630 197,078

経常利益（千円） 239,575 165,648 177,876

当期純利益（千円） △67,362 57,392 73,846

１株当たり当期純利益（円）    △2,583.99      2,228.65 958.00

１株当たり配当金（円） 1,000 1,000 350

１株当たり株主資本（円） 78,523.25 78,200.93 27,115.61

（注）平成 16 年 10 月 14 日開催の取締役会の決議により、平成 16 年 10 月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載された株主に対し、平成 16 年 12 月 20 日付をもって１株を３株に分割する株式分割を実施しております。 



 

 

４．分割する事業部門の内容 

（１）分割事業部門の内容 

音楽・映像等のデータベースの収集及び加工並びにこれらに関するサービスの提供 

 

（２）分割事業部門の平成17年3月期における経営成績 
 マーケティングＤＢ事業部門（a） 当社平成 17 年３月期実績（b） 比率（a／b） 

売上高（千円）     920,846     990,446 92.9％ 

 

（３）譲渡資産、負債の項目および金額 

資  産 負  債 

項 目 金額（千円） 項 目 金額（千円） 

流動資産 202,041 流動負債 45,697 

固定資産 104,136 固定負債 10,034 

合 計 306,178 合 計 55,732 

 

５．分割後の当社の状況 

当社は、本件会社分割により持株会社制へ移行いたします。それに伴い、当社の主たる業務は子

会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理並びにグループ全体の経営戦略

の策定となります。 

なお、商号、本店所在地、代表者、資本金及び決算期のいずれも本件分割による変更はありませ

ん。 

 

６．今後の見通し 

本件会社分割により、当社の総資産は承継する資産及び負債の相当額の減少がありますが、当

社グループの連結業績に与える影響はほとんどない見込であります。 

 

                              以 上 


