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平成14年２月25日 
各  位 

東 京 都 港 区 六 本 木 七 丁 目 1 5 番 1 4 号  
オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社 

             代 表 取 締 役 社 長   小 池  恒 
                     上場取引所：大証 ナスダック・ジャパン市場 

          コード番号：４８００ 
                      問い合わせ先：取締役管理本部長  古川 善健  

電 話 番 号 ( 0 3 ) 3 4 0 5 - 5 2 5 2 
ホームページURL http://www.oriconge.jp/  

                                                      

会社分割契約締結に関するお知らせ会社分割契約締結に関するお知らせ会社分割契約締結に関するお知らせ会社分割契約締結に関するお知らせ    

 

 オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社（以下、オリコンGE）(代表取締役社長：小池恒)

およびオリコンGEの100％子会社である株式会社オリコン（以下、オリコン）（代表取締役社長：垂石

克哉）は本日開催したそれぞれの取締役会の承認を経て、平成14年４月１日を分割期日とする、オリコ

ンGEのメディア事業をオリコンに承継する分割契約（以下、「甲分割」という。）および平成14年４月

16日を分割期日とする、オリコンのデータベース事業をオリコンGEに承継する分割契約（以下、「乙分

割」という。）をそれぞれ平成14年２月26日付で締結することを決議しましたので、お知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１． 会社分割の目的   

オリコンGEは現在、エンタテインメント事業への更なる業容拡大を進めるとともに、オリコング

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。 

オリコンGEの100％子会社であるオリコンとは、それぞれの設立経緯に売上構成の変動も加わり、

現在の事業分担において、関連する部分が増加したことから、オリコングループとしてより効率的

な業容拡大を図るため、リソースを一元化することにより、シナジー効果を発揮するため今次の会

社分割を実施するものであります。 

具体的には、オリコンのデータベース事業をオリコンGEが承継することから、オリコンGEの楽曲

マスター・データベースとオリコンからオリコンのヒットチャート・データベースをGEがまとめて

制作・販売を行い、オリコングループのビジネスモデルの基となるデータベース事業および各デー

タベース事業の関連する業務内容が多く、合理的な人員配置、管理体制、ノウハウの共有化などか

ら、制作効率および商品力の大きな向上が見込まれます。 

また、オリコンGEのメディア事業をオリコンが承継することから、紙メディアのメディア部門と

デジタルのコンテンツ部門をオリコンがまとめて制作、販売、運営を行い、多くの共有するコンテ

ンツを効率的に活用でき、さらには広告宣伝の一本化、合理的な人員配置、管理体制、ノウハウの

共有化などから制作・運営効率および商品力の大きな向上が見込まれます。 
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２． 会社分割の要旨 

（１） 会社分割の日程 

分割契約書承認取締役会（甲分割、乙分割）     平成14年２月25日 

分割契約書調印    （甲分割、乙分割）     平成14年２月26日 

     分割契約書承認株主総会（乙分割につきオリコン）  平成14年３月13日 

     分割期日       （甲分割）         平成14年４月１日 

     分割登記       （甲分割）         平成14年４月１日 

     分割期日       （乙分割）             平成14年４月16日 

     分割登記       （乙分割）         平成14年４月16日 

 

（２） 分割方式 

     ① 分割方式 

ア、甲分割 

       オリコンGEを分割会社とし、オリコンを承継会社とする分社型の吸収分割（両社につき

簡易分割）であります。 

イ、乙分割 

     オリコンを分割会社とし、オリコンGEを承継会社とする分割型の吸収分割（オリコンGE

につき簡易分割）であります。 

 

② 当分割方式を採用した理由 

     甲分割および乙分割ともに、オリコングループの事業再編を実現する上で、法的な簡便

さならびに日程の観点から、当分割方式が最適と判断しました。 

     即ち、乙分割は、オリコンGEにデータベース部門、甲分割はオリコンにメディア部門を

統合することにより、経営資源の有効活用および事業運営の効率化を図るとともにオリコ

ングループの連携を一層強化することを目的として当分割方式を採用するものでありま

す。 

 

（３） 株式の割当 

① 割当株式数 

ア、甲分割 

オリコンGEに、オリコンが新たに発行する株式10,000株、全株を割当て交付いたします。 

 

イ、乙分割 

オリコンGEに、オリコンGEが新たに発行する株式10株、全株を割当て交付いたします。 

 

（ご参考） 

乙分割によりオリコンGEが新たに発行する全株式につき、当社は平成14年４月17日開催予定

の取締役会にて、消却する旨決議する予定になっております。  
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② 株式割当数の算定根拠  

甲分割および乙分割につきまして、オリコンはオリコンGEの100%子会社であり、グルー

プ内適格分割に該当し、オリコングループにおける純資産額に変動はないことから、双方

の協議により割り当てる株式の数を決定いたしました。 

 

③ 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠  

上記②の理由により第三者機関による算定は行いません。 

  

（４） 乙分割により減少する資本等の額 

オリコン 3,366千円（見込み） 

 

（５） 株式の消却方法 

乙分割によるオリコンの株式の消却は行いません。 

 

（ご参考） 

乙分割によりオリコンGEが新たに発行する全株式につき、当社は平成14年４月17日開催予定

の取締役会にて、消却する旨決議する予定になっております。 

 

（６） 分割交付金 

甲分割および乙分割ともに、分割交付金の支払はありません。 

 

（７） 承継会社が承継する権利義務 

① 甲分割 

 オリコンは、承継対象営業に属する無形固定資産その他一切の資産（但し、本件営業に

関する契約に基づく金銭債権のうち、分割期日の前日までに具体的に発生したものを除

く。）ならびに承継対象営業に係る開発、制作、販売、保守等に関する契約上の地位等を

承継します。 

 一方、オリコンは、承継対象営業に関する債務・負債は一切承継しないものとし、かか

る債務に関する債権者に対してはオリコンGEのみが引き続き責任を負担します。 

 なお、承継対象営業に従事するオリコンGEの従業員は、当面、オリコンに出向すること

となりますが、出向期間満了時に当該従業員の同意を得られることを条件にオリコンの従

業員として転籍する予定です。 

 

  ② 乙分割 

 オリコンGEは、承継対象営業に属する有形固定資産、無形固定資産その他一切の資産（但

し、本件営業に関する契約に基づく金銭債権のうち、分割期日の前日までに具体的に発生

したものを除く。）ならびに承継対象営業に係る開発、制作、販売、保守等に関する契約

上の地位等を承継します。 
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 一方、オリコンGEは、承継対象営業に関する債務・負債は一切承継しないものとし、か

かる債務に関する債権者に対してはオリコンのみが引き続き責任を負担します。 

なお、承継対象営業に従事するオリコンの従業員は、オリコンGEの従業員として転籍する

予定です。 

 

（８） 債務履行の見込み 

① オリコンGEに関する債務履行の見込み 

 オリコンの承継対象営業の資産および負債の額を考慮すると、甲分割による承継対象営

業の分割および乙分割による承継対象営業の承継がオリコンGEの財務状況に及ぼす影響

は極めて軽微であると判断しております。また、オリコンGEの甲分割による承継対象営業

の分割および乙分割による承継対象営業の承継後の事業活動において、オリコンGEの負担

する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在予想されておりません。よって、甲分割

による承継対象営業の分割および乙分割による承継対象営業の承継後も、オリコンGEが負

担する債務の履行の見込みがあるものと判断しております。 

 

② オリコンに関する債務履行の見込み 

 平成13年12月31日現在オリコンは債務超過状態となっております。また、分割期日にお

いても債務超過となる見込みです。ただし、乙分割による影響を考慮しても、甲分割によ

る承継対象営業の承継により、オリコンの業績は大きく向上するものと考えております。

他方、分割期日後、オリコンへの債務の履行に支障を及ぼすような大幅な減収、継続的な

損失などの発生は現在予想されておりません。よって、甲分割による承継対象営業の承継

および乙分割による承継対象営業の分割後も、オリコンが負担する債務につき履行の見込

みがあるものと判断しております。 

 

（９） 分割会社から承継会社に新たに就任する役員 

① 甲分割 

該当事項はありません。 

 

② 乙分割 

該当事項はありません。 
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３．分割会社の概要（平成13年９月30日現在） 

（１）商号 オリコン・グローバルエンタテインメ

ント株式会社 

株式会社オリコン 

 （甲分割では分割会社） 

（乙分割では承継会社） 

（甲分割では承継会社） 

（乙分割では分割会社） 

（２）事業内容 （データベース事業） 

EC事業者向け音楽情報データベースの

提供、放送局向けCD管理用音楽情報デ

ータベースの提供、ＣＤショップ向け

月刊新譜情報誌の出版 

（メディア事業） 

携帯端末向け総合音楽情報サイトの制

作運営、クラブ情報サイトの制作運営、

インディーズ音楽ECサイトへのコンテ

ンツ提供、イベントの企画運営 

（データベース事業） 

ヒットチャートデータを基にした資料

提供・デジタルによるサイト運営 

 

 

（メディア事業） 

音楽業界向け週刊誌の作成および販売 

一般向けアーティスト週刊誌の作成お

よび販売 

（３）設立年月日 平成11年10月1日 昭和42年11月1日 

（４）本店所在地 港区六本木七丁目15番14号 港区六本木七丁目17番16号 

（５）代表者 代表取締役社長 小池 恒 代表取締役社長 垂石克哉 

（６）資本金 1,046,750千円 100,000千円 

（７）発行済株式総数 26,188株 200,000株 

（８）株主資本 2,079,063千円 △1,219,842千円 

（９）総資産 3,339,827千円 827,932千円 

（10）決算期 ３月31日 ４月30日 

（11）従業員数 37名 65名 

（12）主要取引先 京セラコミュニケーションシステム

(株)、(株)NTTドコモ等 

(株)トーハン、日本出版販売(株)、エイ

ベックス(株)等 

（13）大株主および持株比率 ㈲小池聰行事務所   33.78% 

小池 聰行      20.42% 

小池 恒        9.92% 

ブルースター㈱     2.27% 

㈱ディーエイチシー   1.60% 

ｵﾘｺﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱ 100% 

（14）主要取引銀行 (株)三井住友銀行 (株)三井住友銀行 

資本関係 オリコンはオリコンGEの100%出資子会社 

人的関係 オリコンGEはオリコンに取締役および監査役を派遣しております。 

（15）当事者との関係 

取引関係 オリコンGEはオリコンのヒットチャートを購入し、音楽情報データ

ベースを提供しております。 
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（16）最近３決算期間の業績 

                                     （単位：千円） 

 オリコン・グローバルエンタテインメント株

式会社 

株式会社オリコン 

 （甲分割では分割会社） 

（乙分割では承継会社） 

（甲分割では承継会社） 

（乙分割では分割会社） 

決算期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 11年4月期 12年4月期 13年4月期 

売上高  128,710 627,556 2,089,094 2,129,052 1,961,267 

営業利益  11,948 137,731 185,734 115,873 △269,358 

経常利益  6,341 122,402 150,855 174,168 △213,232 

当期純利益  3,409 65,157 768 1,571 △1,730,917 

１株当たり当期純利

益（円） 
 1,427.05  5,666.34    4.12       5.07 △5,302.43 

１ 株当たり配当金

（円） 
 ― ― ― ― ― 

１株当たり株主資本

（円） 
 106,153.34  54,068.91    859.83     864.91 △4,113.47 

（注）オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社の設立日は平成11年10月1日であり、12年3月期および13年

3月期のみの記載となります。なお、12年3月期は決算期変更に伴い6ヶ月決算となっております。 

 

４．分割する事業部門の内容 

（１） 分割事業部門の内容 

① 甲分割 

本分割によりオリコンGEからオリコンに移管される承継対象営業はメディア事業（携帯端

末向け総合音楽情報サイトの制作運営、クラブ情報サイトの制作運営、インディーズ音楽EC

サイトへのコンテンツ提供およびイベントの企画運営）全てに係る事業です。承継対象営業

の平成13年３月期の売上高は349,427千円、同期末の従業員は18名です。 

② 乙分割 

本分割によりオリコンからオリコンGEに移管される承継対象営業はデータベース事業（EC

事業者向け音楽情報データベースの提供、放送局向けCD管理用音楽情報データベースの提供

およびＣＤショップ向け月刊新譜情報誌の出版）全てに係る事業です。承継対象営業の平成

13年４月期の売上高は250,566千円、同期末の従業員は19名です。 

 

（２） 分割事業部門の平成13年3月期における経営成績 

①  甲分割                              （単位：千円） 

 メディア事業部門 

（a） 

GE13年3月期実績 

（b） 

比率 

（a／b） 

売上高 349,427 627,556 55.7% 
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②  乙分割                              （単位：千円） 

 データベース事業部門

（a） 

オリコン13年4月期実績

（b） 

比率 

（a／b） 

売上高 250,566 1,961,267 12.7% 

 

（３）譲渡資産、負債の項目および金額 

①  甲分割（平成13年12月31日現在） 

（単位：千円） 

資産 

項目 帳簿金額 

ソフトウェア 89,215 

長期前払費用 9,833 

合計 99,049 

 

②  乙分割（平成13年12月31日現在） 

（単位：千円） 

資産 

項目 帳簿金額 

工具、器具及び備品 2,958 

ソフトウェア 408 

合計 3,366 

 

５．分割後のオリコンGEおよびオリコンの状況 

オリコンGE 

（１）商号 オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社 

（２）事業内容 （データベース事業） 
EC事業者向け音楽情報データベースの提供 
放送局向けCD管理用音楽情報データベースの提供 
ＣＤショップ向け月刊新譜情報誌の出版 
ヒットチャートデータを基にした資料提供・デジタルによるサイト運営 

（３）本店所在地 東京都港区六本木七丁目15番14号 

（４）代表者 代表取締役社長 小池 恒 

（５）資本金 1,046,750千円 

（６）決算期 3月31日 
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オリコン 

（１）商号 株式会社オリコン 

（２）事業内容 （メディア事業） 
携帯端末向け総合音楽情報サイトの制作運営 
クラブ情報サイトの制作運営 
インディーズ音楽ECサイトへのコンテンツ提供 
イベントの企画運営 

（３）本店所在地 東京都港区六本木七丁目17番16号 

（４）代表者 代表取締役社長 垂石 克哉 

（５）資本金 100,000千円 

（６）決算期 4月30日 

 

６．会社分割後２連結会計年度における連結業績見通し 

当社は、連結業績見通しを公表しておりません。 

    

                                 以 上  

 

 

 

　　2002/2/25   15:30

　　　弊社は投資家の皆様に対するスピーディな情報公開を目的として、ホームページ

　　　上にニュースリリースを掲載しております。

　　　なお、本ニュースリリースには証券取引法第166条に定められた重要事実に当た

　　　る情報が含まれる可能性があります。重要事実を含むニュースリリースをご覧に

　　　なられた方が、その重要事実が証券取引法施行令の規定に従い公開された後

　　　12時間以内に、オリコン･グローバルエンタテインメントの株式の売買等を行った

　　　場合、いわゆるインサイダー取引規制違反として、証券取引法の規定に接触す

　　　るおそれがありますのでご注意下さい。


