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会社分割（簡易新設分割）に関するお知らせ
当社は、本日（平成30年５月11日）付「株式会社アイリッジとの業務・資本提携に関するお知らせ」
のとおり、株式会社アイリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田健太郎、以下、
「アイリッジ」
という。）との間で業務・資本提携（以下「本業務資本提携」という。）を行うことについて合意し、業
務・資本提携契約を締結しておりますところ、本業務資本提携の一環として、本日開催の取締役会にお
いて、当社のビジネスデザインカンパニーが行うマーケティング事業を会社分割（簡易新設分割）によ
り新設会社に承継（以下、
「本会社分割」という。）させることを決議致しましたので、お知らせします。
本業務資本提携において、本会社分割後、新設会社の株式の一部をアイリッジに譲渡し、新設会社を同
社の子会社とする予定です。なお、本会社分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内
容を一部省略して開示しております。

１．会社分割の目的
当社は、当社及びアイリッジとの間で締結した平成30年５月11日付の業務・資本提携契約に基づき、
当社ビジネスデザインカンパニーが行うマーケティング事業を新設分割の方法により新設会社に承継
させるものであります。なお、本業務・資本提携契約の内容につきましては、本日（平成30年５月11
日）付で別途公表している「株式会社アイリッジとの業務・資本提携に関するお知らせ」に記載して
おりますので、そちらをご参照ください。

２．会社分割の要旨
（１）日程
当社取締役会による新設分割計画承認決議日

平成 30 年５月 11 日

分割の効力発生日

平成 30 年６月 25 日（予定）

新設会社に係る株式譲渡契約締結日

平成 30 年６月 25 日（予定）

新設会社に係る株式譲渡実行日

平成 30 年８月１日（予定）

（注）本会社分割は、会社法第 805 条に規定する簡易分割であり、株主総会の承認を要しないため、
取締役会決議により実施致します。
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（２）会社分割の方式
当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易分割）方式です。

（３）会社分割に係る割当の内容
新設会社は、本会社分割に際して普通株式400株を発行し、それらすべての株式を当社に割当交付致
します。当社は、当該株式の一部をアイリッジに譲渡する予定です。

（４）会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社が発行済の新株予約権について、本件分割による取り扱いの変更はございません。また、当社
は、新株予約権付社債を発行しておりません。

（５）会社分割により増減する資本金
本件分割による、当社の資本金等の増減はありません。

（６）新設会社が承継する権利義務
新設会社は、当社から効力発生日における本事業に属する資産、負債その他の権利義務について、
平成30年５月11日付の新設分割計画書に定めたものを承継致します。

（７）債務履行の見込み
当社及び新設会社は、本会社分割の効力発生日以降における負担すべき債務について、履行の見込
みがあるものと判断しております。

３．分割当事会社の概要

(１)

名称

(２)

所在地

(３)

代表者の役職・氏名

(４)

事業内容

分割会社

新設会社

（平成 30 年３月 31 日現在）

（平成 30 年６月 25 日予定）

株式会社デジタルガレージ

株式会社 DG マーケティングデザ
イン

東京都渋谷区恵比寿南三丁目５

東京都目黒区上目黒一丁目１番

番７号

５号

代表取締役 兼 社長執行役員グ
ループ CEO 林 郁

代表取締役社長 岩井 直彦

1. インターネット技術を活用

クリエーションデザイン、データ

した広告・プロモーションの

サイエンス、デジタルテクノロジ

提供やマーケティング支援

ーを活用したマーケティング事

2. E コマース等における決済ソ
リューションの提供
3. インターネットビジネスに
おける有望な企業家・スター
トアップ企業等への投資・育
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業等

成及びソフトウエア開発支
援
4. メディアの新規創出・運営
その他、上記に付随・関連する
事業
(５)

資本金

7,464 百万円

10 百万円

(６)

設立年月日

平成７年８月 17 日

平成 30 年６月 25 日

(７)

発行済株式数

47,312,800 株

400 株

(８)

決算期

３月

３月

林 郁（14.40％）
(９)

大株主及び持分比率

株式会社電通（6.97％）
日本マスタートラスト信託銀行

当社（100.00％）

株式会社（信託口）
（5.73％）
(10)

当事会社間の関係
新設分割の効力発生日に当社が新設会社の株式を 100％保有致しま
資本関係

す。なお、前述のとおり、本業務資本提携において、本会社分割後、
新設会社の株式の一部をアイリッジに譲渡し、新設会社を同社の子
会社とする予定です。

人的関係

当社取締役１名が当該会社の取締役を兼務致します。

取引関係

当社がサービス及びファシリティ提供業務を受託致します。

５．分割会社の最近３年間の財政状態及び経営成績
株式会社デジタルガレージ（分割会社（連結）
）
決算期

平成 28 年６月期

平成 29 年３月期

平成 30 年３月期

純資産

30,664 百万円

34,371 百万円

39,017 百万円

総資産

77,335 百万円

91,686 百万円

108,791 百万円

640.25 円

713.08 円

801.11 円

43,763 百万円

36,451 百万円

60,168 百万円

営業利益

4,201 百万円

723 百万円

2,310 百万円

経常利益

6,193 百万円

3,678 百万円

5,017 百万円

5,165 百万円

4,289 百万円

5,460 百万円

109.83 円

91.11 円

115.80 円

30.00 円

20.00 円

24.00 円

１株当たり純資産
売上高

親会社株主に帰属
する
当期純利益
１株当たり当期純
利益
１株当たり配当金

（注）当社は平成 29 年３月期に決算期の変更を行っているため、平成 29 年３月期は９ヶ月決算とな
ります。
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５．分割する事業部門の概要
（１）分割する部門の事業内容
ビジネスデザインカンパニーが行うマーケティング事業

（２）分割する部門の経営成績（平成 30 年３月期）
売上高2,565百万円、営業利益129百万円、経常利益130百万円

（3）分割する資産、負債の項目及び金額
平成30年２月28日現在のビジネスデザインカンパニーが行うマーケティング事業における純資産は
727百万円、総資産は1,017百万円となります。なお、実際に承継する金額は異なる可能性があります。

６．会社分割後の当社及び新設会社の状況
本会社分割後の当社及び新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決
算期については、「３．分割当事会社の概要」をご参照ください。また、当社は、新設会社の株式の
一部をアイリッジに譲渡する予定です。

７．今後の見通し
本会社分割に伴う当期の業績への影響は本日（平成30年５月11日）付で別途公表している「平成30
年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」における当期（平成31年３月期）連結業績予想に織り込んで
おります。なお、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上
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