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連結子会社とのグループ内会社分割（簡易・略式吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、本年４月１日より開始したカンパニー制への組織改革にあたり、

会社分割（簡易・略式吸収分割）（以下「本件分割」といいます。）を行うことを決議いたしましたのでお知

らせいたします。 

なお、本件分割は、当社とその連結子会社との間で行う簡易・略式吸収分割であるため、開示事項及び内

容を一部省略しております。 

 

記 

 

１． 本件分割の目的 

 当社グループにおいては、創業以来、中小・ベンチャー企業のネットビジネス支援事業を展開し、インタ

ーネット広告を中心に、関連するソフトウエア・サービスの開発、メディア支援など事業を拡大してまいり

ました。近時、新型コロナウイルス感染症の拡大による生活様式の変化やデジタル広告市場の動向の変化な

ど、当社を取り巻く市場環境は大きく変化を見せております。 

このような環境の変化に柔軟に対応すべく、迅速に意志決定を行い、中長期にわたる持続的な成長を実現

することを目的として、本年４月１日より、カンパニー制を導入いたしました。グループ全体のシナジーを

最大化するとともに、当社グループの業務効率化を図るために、本件分割が最善策であると判断いたしまし

た。具体的な内容は、以下の通りとなります。 

 

本件分割① 当社の LISKUL運営事業を分割し、当社 100%連結子会社の SO Technologies株式会社

（以下、「SO Technologies」といいます。）が承継する簡易・略式吸収分割 

本件分割② 当社の DX事業を分割し、当社 100%連結子会社の株式会社グロウスギア（以下、「グロ

ウスギア」といいます。）が承継する簡易・略式吸収分割 

本件分割③ 当社 100%連結子会社の SO Technologies株式会社（以下、「SO Technologies」とい

います。）の教育事業を分割し、当社 100%連結子会社の株式会社グロウスギア（以下、

「グロウスギア」といいます。）が承継する簡易吸収分割 

 



 

 本件分割により、当社は Web広告を中心としたマーケティング事業から支援サービスの拡充を強化した体

制が構築され、SO Technologiesはオウンドメディアを通じたソフトウエア・サービスの販路拡大が可能と

なります。また、グロウスギアにおいては、中小企業が抱える経営課題に対してシステム構築と人材育成・

派遣の両面からDX化支援が可能となることから、当社グループの中長期的な事業成長を図ってまいります。 

 

※参考：「カンパニー」概要 

カンパニー名 事業会社名 概要 

マーケティングカンパニー ソウルドアウト株式会社 

デジタルマーケティングサービス(インター

ネット広告、データマーケティング・コン

サルティング) 

ＤＸカンパニー 株式会社グロウスギア 

データ可視化による DXコンサルティング支

援、クラウドサービスのインテグレーショ

ン、DX人材の人材派遣・育成サービス 

ソフトウエアカンパニー SO Technologies株式会社 

「ATOM」「ライクル」等のマーケティングを

中心としたソフトウエア・サービスの開

発・販売、自社メディア「LISKUL」の運営 

メディアカンパニー メディアエンジン株式会社 
コンテンツマーケティングによる集客及び

収益化支援 

 

 

２． 本件分割の要旨 

(１) 日程 

吸収分割契約書の承認決議日（当社、SO Technologies及びグロウスギア） 2021年４月28日   

吸収分割契約書の締結日 2021年４月28日 

本件分割の効力発生日 2021年７月１日 
（注）１．本件分割①は、分割会社である当社においては会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割、承継会社であるSO 

Technologiesにおいては同法第796条第１項に定める略式吸収分割の要件を満たすため、いずれも株主総会の承

認を得ることなく行います。 

２．本件分割②は、分割会社である当社においては会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割、承継会社であるグ

ロウスギアにおいては同法第796条第１項に定める略式吸収分割の要件を満たすため、いずれも株主総会の承認 

を得ることなく行います。 

３．本件分割③は、分割会社であるSO Technologiesにおいては会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割、承継会

社であるグロウスギアにおいては同法第796条第２項に定める簡易吸収分割の要件を満たすため、いずれも株主

総会の承認を得ることなく行います。 

 

(２) 本件分割の方式 

本件分割① 当社を分割会社、SO Technologiesを承継会社とする吸収分割 

本件分割② 当社を分割会社、グロウスギアを承継会社とする吸収分割 

本件分割③ SO Technologiesを分割会社、グロウスギアを承継会社とする吸収分割 

 



(３) 本件分割に係る割当の内容 

本件分割は、いずれも当社を含む 100％グループ間の吸収分割であるため、本件分割による株式そ

の他の金銭等の交付は行いません。 

 

(４) 本件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り扱い 

該当事項はありません。 

 

(５) 本件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の変更はありません。 

 

(６) 承継会社が承継する権利義務 

効力発生日における SO Technologies及びグロウスギアの本事業に関する資産、負債、及びこれら

に付随する権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。 

 

(７) 債務履行の見込み 

本件分割の効力発生日以後における SO Technologies及びグロウスギアの債務については、履行の

見込みに問題がないものと判断しております。 

 

３． 本件分割の当事会社の概要 

 本件分割① 本件分割② 本件分割③ 

分割会社 承継会社 分割会社 承継会社 分割会社 承継会社 

(１)名称 ソウルドアウト

株式会社 

SO Technologies

株式会社 

ソウルドアウト

株式会社 

株式会社グロウ

スギア 

SO Technologies

株式会社 

株式会社グロウ

スギア 

(２)所在地 東京都文京区一

丁目４番14号 

東京都文京区一

丁目４番14号 

（省略） 

東京都文京区一

丁目４番14号 

（省略） （省略） 

(３)代表者の役職・

氏名 

代表取締役 

会長 荻原 猛 

代表取締役 

山家秀一 

代表取締役 

伊藤 雄剛 

(４)事業内容 ネットビジネス

支援 

マーケティング

テクノロジー提

供 

人材紹介・派遣事

業 

(５)資本金 600,658千円 45,000千円 40,000千円 

(６)設立年月日 2009年12月16日 2013年４月２日 2015年３月23日 

(７)発行済株式数 10,469,300株 100,000株 400株 

(８)決算期 12月31日 12月31日 12月31日 

(９)大株主及び持株

比率 

株式会社デジタ

ルホールディン

グス      

56.4％ 

株式会社日本カ

ストディ銀行信

託口     

10.0％ 

ソウルドアウト 

株式会社 

100.0％ 

ソウルドアウト 

株式会社 

100.0％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 2020年12月期 

（連結） 

2020年12月期 

（個別） 

（省略） 

2020年12月期 

（個別） 

（省略） （省略） 

純資産 2,964,624千円 805,256千円 △58,308千円 

総資産 6,747,447千円 1,102,255千円 36,557千円 

１株当たり 

純資産 283.18円 8,052.56円 △145,771.79円 

売上高 20,447,631千円 1,372,757千円 91,091千円 

営業利益又は営業損

失(△) 381,442千円 252,340千円 △15,161千円 

経常利益又は経常損

失(△) 402,634千円 251,807千円 △14,609千円 

親会社株主に帰属す

る当期純利益又は親

会社株主に帰属する

当期純損失(△) 174,211千円 163,824千円 △14,774千円 

１株当たり当期純利

益 16.65円 1,638.24円  △36,935.75円 



（注）１．資本金、発行済株式数並びに大株主及び持株比率は、2020年 12月末時点の情報を記載しております。 

２．グロウスギアの親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）は、当期純損失の数

値を記載しております。 

 

４． 分割する事業の概要 

(１) 分割する事業の内容 

 分割会社 承継会社 分割する事業の内容 

本件分割① ソウルドアウト SO Technologies LISKUL運営事業 

本件分割② ソウルドアウト グロウスギア DX事業 

本件分割③ SO Technologies グロウスギア 教育事業 

   

(２) 分割する事業の経営成績（2020年 12月期） 

 分割する事業 売上高 

本件分割① LISKUL運営事業 89,550千円 

本件分割② DX事業 - 

本件分割③ 教育事業 119,783千円 

 

(３) 分割する資産、負債の項目及び金額 

 本件分割① 

資産 負債 

流動資産 - 流動負債 - 

固定資産 - 固定負債 - 

合計 - 合計 - 

（注）上記金額は、2020 年 12 月末時点の貸借対照表に基づき算出した概算額であり、実際に承継される資

産及び負債の額は、本件分割の効力発生日までの増減を加除した上で確定します。 

 

 本件分割② 

資産 負債 

流動資産 21,350千円 流動負債 933千円 

固定資産 49,142千円 固定負債 5,356千円 

合計 70,492千円 合計 6,289千円 

（注）上記金額は、2020 年 12 月末時点の貸借対照表に基づき算出した概算額であり、実際に承継される資

産及び負債の額は、本件分割の効力発生日までの増減を加除した上で確定します。 

 

 本件分割③ 

資産 負債 

流動資産 - 流動負債 - 

固定資産 19,669千円 固定負債 - 

合計 19,669千円 合計 - 

（注）上記金額は、2020 年 12 月末時点の貸借対照表に基づき算出した概算額であり、実際に承継される資 

産及び負債の額は、本件分割の効力発生日までの増減を加除した上で確定します。 

 

５． 本件分割後の状況 

当社及び SO Technologiesにおいては、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期

に変更はありません。 

 グロウスギアは、2021年 7月 1日に商号をアンドデジタル株式会社に変更予定です。その他において変更

の予定はありませんが、今後公表すべき変更が生じた場合には速やかに開示してまいります。 

 

６． 今後の見通し 

本件分割は、当社の完全子会社との間で行われるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

 

 

 



（参考） 

・当期業績予想（2021年２月９日公表） 

2021年 12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年 12月 31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率）  

売上高  営業利益 経常利益 
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 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

22,600 10.5 470 23.2 470 16.7 300 72.2 28.67 

 

・前期実績 

2020年 12月の連結業績（2020年１月１日～2020年 12月 31） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20,447 3.8 381 △47.2 402 △42.4 174 △53.6 

 

以  上 


