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2021 年４月27日 

各 位 

会 社 名 Ｕ Ｕ Ｕ Ｍ 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 CEO 鎌 田  和 樹 

（コード番号：3990  東証マザーズ） 

問合せ先 取 締 役 渡 辺  崇 

（TEL. 03-5414-7258） 

 

 

 

会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 

 

 

当社は、2021年４月27日開催の取締役会において、当社のグッズ・EC事業（当社が運営するクリエイター

関連グッズの企画・仕入・販売事業をいう、以下同様）、UUUM GOLF 事業（当社が運営する YouTube 上のチャ

ンネル「UUUM GOLF」事業をいう、以下同様）およびFOLLOW ME 事業（当社が運営するサービス「FOLLOW ME」

事業をいう、以下同様）を会社分割（新設分割）し、新設する P2C Studio 株式会社、UUUM GOLF 株式会社お

よびFORO株式会社に承継することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、本分割は、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います。 

 

 

１．会社分割の目的 

グッズ・EC 事業については、従来のファン向けのグッズに留まらず、クリエイターの持つ影響力や世界

観を活かした広義の物販事業・ブランド事業という意味で大きな可能性を秘めております。DX によるオン

ライン化も進み、消費行動も日々変化する中、より「個人」へのロイヤルティーも高まっています。 

グッズ・EC 事業を分社化することで、より幅広い「個人」と物販事業・ブランド事業を行い、それぞれ

のブランド育成を行い、P2C（Person To Consumer）の領域を拡大してまいります。 

 

UUUM GOLF 事業については、既に YouTube 上のゴルフチャンネルとしては最も視聴されるチャンネルの 1

つとなりました。今後、更なるチャンネルの飛躍を目指し、外部メディアはもちろん、アスリート、タレン

ト、インフルエンサーとの連携を行ってまいります。 

ゴルフの領域において多角的な展開を行っていくため、チャンネル運営だけではなくゴルフメディアと

してすべてのゴルフファンへ向けて情報を発信していくために、分社化をしてスピード感を持った事業運営

を行ってまいります。 

 

FOLLOW ME については、当社にとっての中長期的な成長事業と位置付けております。昨今、歌手、俳優、

モデルといった「個人」がインフルエンサーとしても活躍しています。インフルエンサーの定義が限定的で

なくなり、より広義な定義に変化していくことを想定し、個人がより活躍するために課題を解決するプラッ

トフォームとするべく投資してまいります。分社化をすることにより、戦略に自由度を持たせ、事業の急拡

大を図ってまいります。 
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２．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

新設分割計画承認日 2021年４月27日 

分割予定日（効力発生日） 2021年６月 １日（予定） 

（注）本分割は、会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認は省略

いたします。 

 

（２）会社分割の方式 

本分割は、 

① 当社を分割会社とし、新設会社であるP2C Studio株式会社を承継会社とする簡易新設分割。 

② 当社を分割会社とし、新設会社であるUUUM GOLF 株式会社を承継会社とする簡易新設分割。 

③ 当社を分割会社とし、新設会社であるFORO株式会社を承継会社とする簡易新設分割。 

 

（３）会社分割に係る割当ての内容 

本分割に際して、 

① 新設会社である P2C Studio 株式会社は、本分割に際して普通株式 150,000 株を発行し、その全て

を分割会社である当社に割当交付いたします。 

② 新設会社である UUUM GOLF 株式会社は、本分割に際して普通株式 17,000 株を発行し、その全てを

分割会社である当社に割当交付いたします。 

③ 新設会社である FORO 株式会社は、本分割に際して普通株式 120,000 株を発行し、その全てを分割

会社である当社に割当交付いたします。 

 

（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、本分割による取扱いの変更はありません。 

また、当社は新株予約権付社債を発行していません。 

 

（５）会社分割により増減する資本金 

本分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

（６）新設会社が承継する権利義務 

新設会社である P2C Studio 株式会社、UUUM GOLF 株式会社、FORO 株式会社は、本承継事業に係る資産、

債務及び契約上の地位並びにこれらに付随する権利義務のうち新設分割契約において定めるものを承継

いたします。 

 

（７）債務履行の見込み 

本分割後において、当社及び新設会社が負担すべき債務履行については、履行の確実に問題がないと判

断しております。 
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３．分割当時会社の概要 

 分割会社 

（2021 年２月 28 日

現在） 

新設会社 

（2021 年６月１日

設立予定） 

新設会社 

（2021 年６月１日

設立予定） 

新設会社 

（2021 年６月１日

設立予定） 

名称 UUUM株式会社 P2C Studio 

株式会社 

UUUM GOLF株式会社 FORO 株式会社 

所在地 東京都港区赤坂九

丁目7番１号 

東京都港区赤坂九

丁目7番１号 

東京都港区赤坂九

丁目7番１号 

東京都港区赤坂九

丁目7番１号 

代表者の氏名・役

職 

代表 取 締役社 長 

CEO 鎌田 和樹 

代表 取締役社 長 

重本 隆之 

代 表 取締役社 長 

鎌田 和樹 

代 表 取締 役 社 長 

鎌田 和樹 

事業内容 クリ エ イター サ

ポート事業、イン

フルエンサーマー

ケティング事業、

ゲーム・メディア

事業 

グッズ・EC事業 UUUM GOLF事業 FOLLOW ME事業 

資本金 804,234千円 10,000千円 10,000千円 10,000千円 

設立年月日 2013年６月27日 2021年６月１日 

（予定） 

2021 年６月１日 

（予定） 

2021 年６月１日 

（予定） 

発行済株式数 19,743,660株 150,000株 17,000株 120,000株 

決算期 ５月31日 ５月31日 ５月31日 ５月31日 

大株主及び持株比

率 

鎌田 和樹 35.70% 

梅田 裕真  9.12% 

※ 

UUUM 株式会社100% UUUM 株式会社100% UUUM 株式会社100% 

※ 2021 年 2 月 28 日時点の株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日（2020 年 11 月 30 日）

に基づく株主名簿による記載をしております。 

 

４．分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績 

2020 年５月期 UUUM株式会社（連結） 

純資産 3,363,644千円 

総資産 10,486,693千円 

1株当たり純資産 171.29 円 

売上高 22,459,941千円 

営業利益 993,786千円 

経常利益 932,871千円 

親会社株主に帰属する当期純利益 358,945千円 

1株当たり当期純利益 18.58円 
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５．分割する事業部門の概要 

（１）分割する事業内容 

① グッズ・EC事業 

② UUUM GOLF事業 

③ FOLLOW ME事業 

 

（２）分割する事業の経営成績（2020年５月期） 

① グッズ・EC事業 売上高  1,328,664 千円 

② UUUM GOLF事業 売上高   203,472 千円 

③ FOLLOW ME事業 売上高     ― 千円 ※ 

※FOLLOW ME事業については、2020 年９月に取得したため、2020年５月期の売上高はありません。 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（2021年３月31日時点） 

① グッズ・EC事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額（千円） 項目 帳簿価額（千円） 

流動資産 119,438 流動負債 ―  

固定資産 33,099 固定負債 ―  

合計 152,538 合計 ―  

 

② UUUM GOLF事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額（千円） 項目 帳簿価額（千円） 

流動資産 17,306 流動負債 ―  

固定資産 1,069 固定負債 ―  

合計 18,375 合計 ―  

 

③ FOLLOW ME事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額（千円） 項目 帳簿価額（千円） 

流動資産 65,400 流動負債 ―  

固定資産 56,706 固定負債 ―  

合計 122,106 合計 ―  

 

 

６．会社分割後の状況 

本分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありませ

ん。 

 

７．今後の見通し 

新設会社は当社の100%子会社となるため、本分割による連結業績に与える影響は軽微です。 

 

 

以上 


