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連結子会社間の合併、並びに連結子会社の会社分割（新設分割）に関するお知らせ
当社は、平成 24 年 12 月 26 日開催の取締役会において、当社の 100％子会社である株式会社 oricon ME
（以下、「oricon ME」）とオリコンＤＤ株式会社（以下、「オリコンＤＤ」）を合併すること（以下、「本件
合併」）、並びにオリコンＤＤ株式会社の営むニュース配信事業を会社分割（新設分割）して新たに設立す
る会社に承継させること（以下、「本件会社分割」）について決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
なお、本件合併及び本件会社分割は、当社の連結子会社における合併もしくは会社分割であるため、開
示事項及び内容を一部省略しております。また、本件合併の効力発生は、本件会社分割の効力発生を条件
としております。
記
１．oricon ME とオリコンＤＤの合併について
（１）合併の目的
主たる事業として、oricon ME は、従来型携帯電話（フィーチャーフォン）及びスマートフォン向
け音楽配信事業を展開し、一方オリコンＤＤは、「ORICON STYLE」などのＰＣ向けサイト及びスマート
フォン向けサイトを運営するコミュニケーション事業を展開しています。現在、スマートフォン市場
が急速に拡大し、ユーザーの利用実態が、フィーチャーフォンからスマートフォンに、ＰＣからスマ
ートフォンにそれぞれシフトしてきており、今後も、これらの傾向が一層顕著になるものと見込まれ
ます。すでに両社においては、スマートフォン対応を積極的に推進していますが、経営資源の効率的
かつ効果的な活用を図り、展開力と競争力を向上させるため、両社を合併させることといたしました。
例えば、オリコンＤＤでは、サイトの運営以外に、エンタテインメント系ニュース（以下、
「オリコ
ンニュース」
）の配信を行っており、現在、地方の新聞社・放送局サイトを中心に「オリコンニュース」
の配信先拡大に注力しています。今後、
「オリコンニュース」を閲覧するユーザー数の増加が見込まれ、
ニュースを見て、興味関心を持ったユーザーを oricon ME の運営する音楽配信サービスに効率良く誘
導することにより、音楽配信サービスの収益を伸ばしてまいります。
また、oricon ME では、音楽配信サービスをスマートフォン以外にＰＣにも対応させるマルチデバ
イス化の準備を進めています。これまで oricon ME には、ＰＣサイトを運営した実績がないことから、
オリコンＤＤに蓄積しているサイトの運営ノウハウ、Google の検索エンジン最適化（ＳＥＯ）のノウ
ハウ等を音楽配信サービスの運用に最大限活用してまいります。
（２）合併の要旨
①合併の方法
oricon ME を存続会社とし、オリコンＤＤを消滅会社とする吸収合併であります。
②合併に係る割当ての内容
本件合併は、当社 100％子会社同士の合併であるため、合併に際しての新株式の発行及び合併対価の
交付はありません。

1

③合併のスケジュール
合併承認取締役会（当社）

平成 24 年 12 月 26 日

合併承認取締役会（合併当事会社）

平成 24 年 12 月 26 日

合併契約締結（合併当事会社）

平成 24 年 12 月 26 日

合併承認株主総会（合併当事会社）

平成 25 年３月 15 日（予定）

合併期日（効力発生日）

平成 25 年４月１日 （予定）

（３）合併当事会社の概要（平成 24 年９月 30 日現在）
存続会社

消滅会社

(1)商号

株式会社 oricon ME

オリコンＤＤ株式会社

(2)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

(3)代表者の役職・氏名

代表取締役社長

代表取締役社長

(4)主な事業内容

音楽配信サービスの提供

「ORICON STYLE」サイトの運営

(5)資本金

148 百万円

151 百万円

(6)設立年月日

平成 15 年８月１日

平成 16 年 10 月１日

(7)発行済株式数

59,800 株

30,301 株

(8)決算期

３月 31 日

３月 31 日

(9)株主構成

オリコン・ストラテジー株式会社（注１） オリコン・ストラテジー株式会社（注１）

原田

健明

100％
(10)売上高（注２）

河合

大輔

100％

3,267 百万円

1,151 百万円

(11)経常利益（注２）

481 百万円

191 百万円

(12)当期純利益（注２）

260 百万円

145 百万円

(13)純資産額（注２）

627 百万円

470 百万円

(14)総資産額（注２）

1,565 百万円

791 百万円

（注１）オリコン・ストラテジー株式会社は、スマートフォン向け事業に関する経営戦略立案及び指導を行う当社の
100％子会社であります。
（注２）平成 24 年３月期の経営成績及び財政状態であります。

（４）合併後の状況
(1)商号

株式会社 oricon ME

(2)所在地

東京都港区六本木六丁目８番 10 号

(3)代表者の役職・氏名

代表取締役社長

(4)主な事業内容

原田

健明

音楽配信サービスの提供
「ORICON STYLE」サイトの運営

(5)資本金

148 百万円

(6)設立年月日

平成 15 年８月１日

(7)発行済株式数

59,800 株

(8)決算期

３月 31 日

(9)株主構成

オリコン・ストラテジー株式会社

100％

（５）業績に与える影響
本件合併は当社の 100％子会社の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。
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２．オリコンＤＤの会社分割について
（１）会社分割の目的
オリコンＤＤが配信する「オリコンニュース」は、最新の音楽・芸能ニュースから、映画・アニメ、
生活関連のトレンド情報までを網羅し、毎月約 800 本のニュースが「ORICON STYLE」サイトに掲載さ
れる他、「Yahoo! JAPAN」、「mixi」、「Mobage」、「excite」、「infoseek」、「livedoor」、「BIGLOBE」等、
大手サイトに配信され、インターネットユーザーに幅広くリーチしています。さらに現在、前述のと
おり、地方の新聞社・放送局サイトを中心に配信先が拡大している状況にあります。また、記事と写
真を配信すること以外に、記者会見の模様等を動画ニュースとして配信することを開始し、スマート
フォンを中心に視聴回数が着実に伸びています。
「オリコンニュース」は、当社グループにおいて、まさにキラーコンテンツであり、今後とも継続
的にニュース配信サービスを拡充させていくため、マネジメントの強化と事業展開の加速化を図るべ
く、ニュース編集部門を分社・独立させることといたしました。
（２）会社分割の要旨
①分割の日程
分割計画書承認取締役会（オリコンＤＤ） 平成 24 年 12 月 26 日
分割計画書承認株主総会（オリコンＤＤ） 平成 25 年３月 15 日（予定）
効力発生日

平成 25 年４月１日 （予定）

新会社の設立登記

平成 25 年４月１日 （予定）

②分割の方法
オリコンＤＤを分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割方式であります。
③株式の割当て
新設会社が分割に際して新たに発行する普通株式は 100 株で、全株式をオリコン・ストラテジー株
式会社（当社の 100％子会社）に割当交付いたします。
④分割により増減する資本金等
本件会社分割によるオリコンＤＤの資本金等の変動はありません。
（３）新設分割設立会社の概要
(1)商号

オリコン・ニュース株式会社（予定）

(2)所在地

東京都港区六本木六丁目８番 10 号

(3)代表者の役職・氏名

（未定）

(4)主な事業内容

ニュース配信サービスの提供

(5)資本金

20 百万円（予定）

(6)設立年月日

平成 25 年４月１日（予定）

(7)発行済株式数

100 株

(8)決算期

３月 31 日

(9)株主構成

オリコン・ストラテジー株式会社

100％

（４）業績に与える影響
分割会社、新設会社のいずれも当社の 100％子会社であるため、本件会社分割が当社の連結業績に
与える影響は軽微であります。

以上
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（ご参考）本件合併及び本件会社分割のイメージ図
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