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１【提出理由】

　当社は、2022年５月18日開催の当社の取締役会において、2022年10月３日を効力発生日とする新設分割により、持株

会社体制に移行することに関し、2022年６月22日に開催する定時株主総会に議案として提出することを決議いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２の規定に

基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

(1）新設分割の目的

当社は、創業以来『すべての人に最高の余暇を』という企業理念のもと、コンテンツビジネスを成長戦略の柱

に据えた経営方針を掲げてまいりました。2010年には「ウルトラマン」を始め多数のIPを保有する株式会社円谷

プロダクション、ならびに国内最大規模のCG・VFX映像事業を手掛ける株式会社デジタル・フロンティアを子会

社化し、グローバルに通用するIPの創造と育成、デジタルビジネスへの事業投資を戦略的に進めてまいりまし

た。

株式会社円谷プロダクションが展開する「ウルトラマン」IPは、国内における伸びはもとより、アジア地域に

おいてロイヤリティ収入が昨年対比で約３倍になるなど大きく伸長しております。北米市場で日本IPのマーチャ

ンダイジングが好調に推移していることを受けて、「ウルトラマン」IPを今後はワールドワイドで積極的に展開

してまいります。

さらに、デジタル技術の進展により、メタバースなどの仮想空間やNFTを活用したビジネスが今後主流になっ

ていくと想定されるなか、有力IPホルダーであり、デジタル映像制作ノウハウを有している当社グループは、

「IP×デジタル」ビジネスを成長戦略の柱に据えて、積極的かつ革新的にビジネスを進化させていくために、持

株会社体制に移行することといたします。

今後IPの価値が一層高まる事業環境の訪れが想定されるなか、当社が担う遊技機事業を会社分割により持株会

社の子会社とし、「IP×デジタル」ビジネス企業群と並列の組織体制にいたします。当社は持株会社として、主

に以下の役割を担ってまいります。

①戦略的な投資、事業提携

グローバルに通用するIPの創造・育成や、デジタルビジネスなどへの事業投資を戦略的に進めてまいります。

また相乗効果を望める企業等との、事業提携や資本提携の推進を担ってまいります。

②グループ企業価値の最大化

積極的かつ革新的な経営戦略を立案・推進し、その戦略のもと各事業会社を支援しグループシナジーの創出・

拡大を促します。これらを通じてグループ企業価値の最大化を図ってまいります。

 
(2）新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容、その他の新設分割計画の内容

①新設分割の方法

当社を分割会社とし、新たに設立する「フィールズ株式会社」を承継会社とする新設分割であります。

なお、当社は、2022年10月３日（予定）をもって商号を「円谷フィールズホールディングス株式会社」に変更

する予定です。

②新設分割に係る割当ての内容

本新設分割に際して新設会社「フィールズ株式会社」が発行する普通株式1,000株をすべて分割会社である当

社に割当てます。

③その他の新設分割計画の内容

 2022年５月18日開催の当社の取締役会において承認した新設分割計画は、後記のとおりであります。
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(3）新設分割に係る割当ての内容の算定根拠

　本新設分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本新設分割に際して新設分割設立会社が発行する株式は

すべて当社に割当て交付されることから、第三者機関による算定は実施せず、新設分割設立会社の資本金の額

等を考慮して決定したものであります。

 
(4）新設分割設立会社となる会社の商号、本店所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額およ

び事業の内容

商号 フィールズ株式会社

本店所在地 東京都渋谷区南平台町16番17号

代表者の氏名 代表取締役　山本英俊

資本金の額 100百万円

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 遊技機の企画開発および販売
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新設分割計画書（写）

 
フィールズ株式会社（2022年10月３日付で「円谷フィールズホールディングス株式会社」に商号を変更予定、以下

「当社」という。）は、新たに設立する「フィールズ株式会社」（以下「新設会社」という。）に対し、当社の遊技機

の企画開発および販売事業（付帯する事業を含む）（以下「本分割事業」という。）に関する権利義務を承継させるた

め、新設分割（以下「本新設分割」という。）を行うこととし、以下のとおり新設分割計画書（以下「本計画」とい

う。）を作成する。

 
第１条（新設会社の定款で定める事項）

　　　(1) 新設会社の本店所在地は、東京都渋谷区南平台町16番17号とする。

　　　(2) 新設会社の目的、商号、発行可能株式総数その他新設会社の定款で定める事項は別紙１のとおりとする。

 
第２条（新設会社の設立時取締役および監査役）

　　　(1) 設立時取締役：山本英俊、吉田永、吉田賢吉、山本剛史、山中裕之

　　　(2) 設立時監査役：小澤謙一

 
第３条（承継する権利義務）

　　　(1) 当社が新設会社に承継させる権利義務は、別紙２のとおりとする。

　　　(2) 当社から新設会社に承継される一切の債務につき、当社は新設会社とともに、重畳的に債務を引き受ける。

 
第４条（分割対価の交付）

新設会社は、当社に対し、本新設分割に際して、普通株式1,000株を発行し、その全てを前条第１項に定める権利

義務の対価として当社に交付する。

 

第５条（設立時資本金および準備金の額等）

　　　新設会社の設立時資本金および準備金の額等に関する事項は、次のとおりとする。

　　　(1) 資本金の額：100百万円

　　　(2) 資本準備金の額：0円

　　　(3) 利益準備金の額：0円

 
第６条（分割期日）

新設分割期日（登記申請予定日）は、2022年10月３日とする。ただし、手続きの進行に応じ必要があるときは、

当社の取締役会決議により変更することができる。

 

第７条（競業避止義務）

　　　当社は、本新設分割後においても、本分割事業について、競業避止義務を負わない。

 

第８条（分割条件の変更等）

分割期日までに天災地変その他の事由により、当社の財産の状態または経営状態に重大な変動が生じた場合は、

分割条件を変更し、または本計画を中止することができる。
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第９条（本計画の効力）

本計画は、新設分割期日までに当社の株主総会における承認ならびに法令に定める関係官庁による承認が得られ

なかった場合は、その効力を失う。

 
第10条（その他）

　　　本計画に定めるもののほか、新設分割に際し必要な事項は、本計画の趣旨に従って、当社がこれを決定する。

 
2022年５月18日

 
東京都渋谷区南平台町16番17号

フィールズ株式会社

代表取締役　山本　英俊　㊞
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(別紙１) 定款

 
第１章　総　則

 
（商号）

第１条　当会社は、フィールズ株式会社と称し、英文ではFIELDS CORPORATIONと表示する。

 
（目的）

第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

（１）遊技機械の企画、開発、販売およびメンテナンス

（２）キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの）の企画、開発、

商品化権の取得、利用方法の開発、使用許諾、管理および譲渡ならびにこれらの仲介

（３）著作権、著作隣接権、工業所有権、ノウハウその他の知的財産権の取得、管理、利用許諾、実施許諾、使

用許諾および譲渡ならびにこれらの仲介

（４）インターネットを利用した各種情報提供サービスおよび通信販売

（５）遊技場で提供する景品の企画、開発および販売

（６）イベントの企画および運営

（７）不動産の賃貸、管理、売買およびその仲介

（８）経営コンサルタント業務

（９）国内外の企業への投資

（10）古物売買業

（11）音楽、映画、演劇および放送番組の企画、制作、興行ならびに請負に関する業務

（12）ホテル等の宿泊施設、ライブハウス、飲食店および接骨院の経営

（13）広告、宣伝に関する企画、制作ならびに代理店業務

（14）スポーツクラブの経営およびスポーツ技術の指導

（15）コンピュータソフトウェアおよびコンピュータシステムの企画、編集、制作ならびに販売

（16）装身具、小間物、日用品雑貨、化粧品、医薬部外品、織物、衣服、衣料用繊維製品、衣料雑貨品および履

物の販売

（17）録音、録画物および出版物の企画、制作ならびに発行

（18）人材育成のための教育事業

（19）労働者派遣事業

（20）金銭の貸付および金銭賃借の媒介

（21）前各号に附帯または関連する一切の業務

 
（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

 
（機関）

第４条　当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

（１）取締役会

（２）監査役
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（公告方法）

第５条　当会社の公告は、官報に掲載して行う。

 
第２章　株　式

 
（発行可能株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数は、4,000株とする。

 
（株券の不発行）

第７条　当会社は、株式に係る株券を発行しない。

 
（株式の譲渡制限）

第８条　当会社の株式の譲渡による取得について、株主または取得者は、取締役会の承認を受けなければならない。

 
（株式取扱規程）

第９条　当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規

程による。

 
第３章　株主総会

 
（招集）

第10条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これ

を招集する。

２．株主総会を招集するには、会日の７日前までに、議決権を行使することのできる株主に対して招集通知を発す

るものとする。

３．前項の規定にかかわらず、株主総会は、その株主総会において議決権を行使することができるすべての株主の

同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

 
（招集権者および議長）

第11条　株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

　　２．取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招

集し、議長となる。

 
（決議の方法）

第12条　株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができ

る株主の議決権の過半数をもって行う。

２．会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

 
（議決権の代理行使）

第13条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、その議決権を行使することができる。

　　２．株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
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第４章　取締役および取締役会

 
（員数）

第14条　当会社の取締役は、15名以内とする。

 
（選任方法）

第15条　取締役は、株主総会において選任する。

２．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う。

３．取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

 
（任期）

第16条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

とする。

２．増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

 
（代表取締役および役付取締役）

第17条　取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

　　２．取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各１名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、

常務取締役各若干名を定めることができる。

 
（取締役会の招集権者および議長）

第18条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

２．取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招

集し、議長となる。

 
（取締役会の招集通知）

第19条　取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要が

あるときは、この期間を短縮することができる。

２．取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく取締役会を開催することができ

る。

 
（取締役会の決議の省略）

第20条　当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

 
（取締役会規程）

第21条　取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

 
（報酬等）

第22条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」とい

う。）は、株主総会の決議によって定める。
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（取締役の責任免除）

第23条　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任

の限度額は、３百万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

 
第５章　監査役

 
（員数）

第24条　当会社の監査役は、３名以内とする。

 
（選任方法）

第25条　監査役は、株主総会において選任する。

２．監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う。

 
（任期）

第26条　監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

とする。

２．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時

までとする。

 
（報酬等）

第27条　監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

 
（監査役の責任免除）

第28条　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限

定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、３百万円以上であらかじめ定

めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

 
第６章　計　算

 
（事業年度）

第29条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。

 
（剰余金の配当の基準日）

第30条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。
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（中間配当）

第31条　当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。

 
（配当金の除斥期間）

第32条　配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社は

その支払義務を免れる。

 
附　則

 
（定款に定めのない事項）

第33条　本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

 
（最初の事業年度）

第34条　当会社の最初の事業年度は、当会社の設立から2023年３月31日までとする。

 
（設立時の取締役および監査役）

第35条　当会社の設立時の取締役および監査役は、次のとおりとする。　　

　　　　取締役　　　　　　山本英俊

　　　　取締役　　　　　　吉田　永

　　　　取締役　　　　　　吉田賢吉

　　　　取締役　　　　　　山本剛史

　　　　取締役　　　　　　山中裕之

　　　　監査役　　　　　　小澤謙一

 
（附則の削除）

第36条　前２条および本条は、当会社の最初の事業年度に関する定時株主総会の終結の時をもって削除する。
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（別紙２）承継権利義務明細表

 
新設会社は、当社から、分割効力発生日において本分割事業に属する以下の資産、債務、雇用契約その他の権利義務

を承継する。

 
　1. 承継する資産および負債

    (1)承継する資産

 ①流動資産

　　　　　本分割事業に属する一切の流動資産

 ②固定資産

　　　　　本分割事業に属する一切の固定資産

    (2)承継する負債

 ①流動負債

　　　　　本分割事業に属する一切の流動負債

 ②固定負債

　　　　　本分割事業に属する一切の固定負債

 
　2. 承継する雇用契約等

 　 本分割事業に主として従事する従業員との間の雇用契約

 
　3. 承継するその他の権利義務

本分割事業に関して当社が締結している売買契約、取引基本契約、業務委託契約、請負契約、リース契約その他本

分割事業に関する一切の契約（名称の如何および契約締結方法を問わない）に基づく権利義務および当該契約上の

地位

 
 4.許認可等

   本分割事業に関して当社が取得している許認可等のうち、法令上当社から新設会社への承継が可能であるもの

 
以上
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