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2023年２月 14日 

 
各 位 

会 社 名  株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO/CFO 瓜生 憲 
 （コード番号 4436 東証グロース） 
問合せ先 経営管理本部 執行役員 前田 陽介 

（TEL：03-6867-1531） 
 
 

当社グループにおける組織再編基本方針の決定に関するお知らせ 
 

 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「当社」、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 
CEO/CFO：瓜生 憲）は、本日開催の取締役会において、当社グループの今後の組織再編に関する基本
的な方針について決議いたしましたのでお知らせします。 
 なお、本件は 100%子会社に事業部門を承継させる会社分割及び 100%子会社の吸収合併であるため、
開示事項・内容を一部省略して開示しております。 
 
 

１．本組織再編の目的 
世界的な経済環境の悪化や消費者物価の高騰、これに伴う個人消費活動の減少等、不透明な状況が

継続している環境下、デジタル広告市場も中期的に成長減速が予想されております。インフレ率の向
上や金利上昇等の影響はグローバルな巨大ハイテク企業にも及び、業績悪化傾向が顕著になるとと
もに、大幅な人員削減によるリストラが進行しています。また金融業界においては、世界的な市況低
迷による個人投資家の投資意欲の減退や景気後退懸念、不安定な市場環境の影響等によって証券業
界を始め、金融各社の業績が悪化しております。 
一方で、2022 年 11月 28日に内閣官房に設置された新しい資本主義実現会議によって「資産所得

倍増プラン」の具体プランが取り纏められ、貯蓄から投資への流れを後押しする少額投資非課税制度
（NISA）の恒久化や抜本的拡充を中心に、新たな資産形成層の拡大とともに、我が国における家計
の資産形成が大きく前進することが期待されております。同時に、証券・金融業界においては日本株
売買手数料無料化に向けた動きや、これに対応するための収益力の多様化、さらに一層のコスト削減
やシステム投資・運用の効率化等に向けた動きが活発化することが予想されます。さらに、ブロック
チェーン技術を利用したいわゆる「Web3」と呼ばれる分散型インターネットへのシフトが注目され
ており、今後様々な分野で幅広い新たなネットサービスの展開が見込まれております。 
このような状況下、当社は 2022 年 12月 28 日付で、株式会社ライブドアの完全子会社化を実施い

たしました。株式会社ライブドアは「ライブドアブログ」を中心としたUGC（User Generated Content）
メディア、「ライブドアニュース」「Peachy」「Kstyle」を中心とした PGC（Professionally Generated 
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Content）メディアが一体となったネットメディアサービスを展開しており、当社グループの既存メ
ディア事業は本日公表のスポーツ関連メディア並びにグルメ関連ソーシャルメディアと合わせ
9,000 万人規模のユーザー基盤、また 3,000 万人を超える SNS フォロワーも有する総合ネットメデ
ィアとなりました。この巨大なトラフィック及び情報拡散力は、単に当社グループの金融市場を主体
とした事業ドメインやウェブ検索エンジンの最適化依存型のビジネスモデルからの脱却を実現する
効果のみならず、Web3 時代における UGC と PGC 一体型の総合メディア事業として未来に向けた
新しい付加価値を創出するビジネス成長基盤となり得ると考えております。 
同時に、ソリューション事業においては、情報系ソリューションサービスに加えて金融各社の DX

化に向けたシステム系ソリューションサービスの取り組みを強化しており、当事業年度におきまし
ては、オンライン証券会社やオンライン銀行等の金融機関向けに、API（Application Programming 
Interface）を活用したシステム構築等に関するコンサルテーションの取り組みから開始し、API 連携
によるマーケットプレイス開発やそのマーケティング支援さらにはデジタルペイメント基盤システ
ム開発等、コンサルテーションに加えて開発・運用支援段階のソリューション提供を開始するほか、
子会社である株式会社ミンカブWeb3ウォレットと連携したブロックチェーンを基盤としたNFTソ
リューション提供など、システム系ソリューションサービスの提供領域を金融機関以外の分野にま
で拡大しております。また、2022 年 12 月に当社子会社である株式会社ミンカブアセットパートナ
ーズにおいて、金融商品仲介業登録が完了し、今後、政府の施策でもある「資産所得倍増プラン」の
もと、当社グループが資産形成層並びに投資家向け情報メディア事業及び金融情報ソリューション
事業を通じて構築した400社を超える金融機関主体の顧客基盤と新たなパートナーシップを構築し、
株式会社ライブドア等を加えた 9,000 万人規模の個人ユーザー基盤に対して金融サービスを展開予
定です。 

 
このように、当社グループは、メディア事業においては株式会社ライブドアのユーザー基盤とそこ

から生じる巨大なトラフィック及び情報拡散力並びに新たな付加価値を創出する Web3 テクノロジ
ーを活用したUGCと PGC一体型の総合メディア事業展開を、またソリューション事業においては、
情報系ソリューションサービス・システム系ソリューションサービスの更なる進化に加え、資産形成
層拡大に寄与するための新規金融情報ソリューション展開といった深堀り戦略展開を今後の基本的
な成長戦略として位置づけております。 
前述のとおり、当社メディア事業は、特定市場に依存する事業環境から脱却します。今後は市場環

境の変化に応じて迅速且つ柔軟な各種リソース配分や業務効率化等が可能な事業体制に移行すると
ともに、機会損失発生を可能な限り回避し、業績の安定化と持続的な成長を図ってまいります。さら
に当社グループは、金融ソリューション分野においては現当社取締役副社長兼 COO の齋藤正勝、ネ
ットメディア分野においては株式会社ライブドア代表取締役兼 CEO の宮本直人といった、金融、ネ
ットメディアの各分野において上場会社もしくはそれに準じる企業の社長経験者を有しております。
今般、グループ体制の再構築を行い、組織集約と権限委譲を進め、グループ事業戦略推進のための機
動力を高めてまいります。 

 
（１） メディア事業 

当社メディア事業部門を会社分割（吸収分割）の方式により分割し、当社 100%子会社である
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株式会社ライブドアに承継するとともに、当社グループメディア事業の Web3 化を促進する目
的で、当社 100%子会社である株式会社 ALIS をライブドアに吸収合併により統合いたします。 

（２） ソリューション事業 
ソリューション事業につきましては、今後新たに設立する予定の準備会社を軸としたグルー

プ組織再編を進めることを基本方針といたします。 
 

２．本組織再編の要旨 
（１） 当社メディア事業部門の会社分割（吸収分割）によるライブドアへの承継（以下、「本吸収分割」

という。） 
① 本吸収分割の日程 

本吸収分割基本方針の取締役会決議日（当社）     2023年２月 14日 
吸収分割契約の取締役会決議及び承認日（吸収分割当事会社）2023年 2月 14 日 
吸収分割契約締結日        2023 年２月 14日 
吸収分割効力発生日         2023 年４月１日（予定）  
（注）本吸収分割は、会社法第 784 条第２項及び会社法第 796 条第２項のそれぞれの要件
を満たす予定であり、 同項に基づく簡易吸収分割により株主総会の決議による承認を得ず
に行うことができます。 

② 本吸収分割の方式 
本吸収分割は、当社を分割会社とし、ライブドアを承継会社とする吸収分割であります。 

③ 本吸収分割に係る割当ての内容 
本吸収分割は、当社と完全子会社間の無対価適格分割であるため、本吸収分割による株式又
はその他財産の割当ては ありません。 

④ 本吸収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 
該当事項はありません。 

⑤ 本吸収分割により増減する資本金 
本吸収分割による資本金の増減はありません。 

⑥ 承継会社が承継する権利義務 
ライブドアは、本承継事業に係る資産、債務及び契約上の地位その他これに付随する権利義
務をそれぞれ承継いたしま す。 

⑦ 債務履行の見込み 
本吸収分割後において、当社及びライブドアの債務履行の見込みは問題ないものと判断して
おります。 

⑧ 本吸収分割の当事会社の概要 
 分割会社 承継会社 
(1)名称 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 株式会社ライブドア 
(2)所在地 東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 
(3)代表者役職・氏名 代表取締役社長  兼  CEO/CFO 瓜生 

憲 
代表取締役社長 兼 COO：宮本 直人 

(4)事業内容 メディア事業・ソリューション事業 総合メディア事業 
(5)資本金 3,514 百万円 1 万円 



4 
 

(6)設立年月日 2006 年７月７日 2022 年 10 月７日 
(7)発行済株式数 14,970,700 株 100 株 
(8)決算期 ３月 3 月 
（9）大株主及び持株 

比率 
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 
12.45% 
日本マスタートラスト信託銀行株式 会
社（信託口） 10.47% 

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 
100% 

（10）直前事業年度 
の財政状態及 
び経営成績 

純資産 7,443 百万円 株式会社ライブドアは、2022 年 10 月７日
に新規設立されております。 総資産 9,757 百万円 

1 株当たり純資産 492.54 円 
売上高 5,482 百万円 
営業利益 874 百万円 
経常利益 828 百万円 
親会社株主に帰属
する当期純利益 

696 百万円 

1 株当たり当期純
利益 

47.26 円 

⑨ 分割する事業の概要 
(ア) 分割する事業部門の事業内容 

メディア事業 
(イ) 分割する事業部門の経営成績 

2022年３月期の売上高：2,353 百万円  
(ウ) 分割する資産、負債の項目及び金額 

原則として分割する事業部門に係る資産、負債その他の権利義務のすべてをライブ
ドアが承継するものとし ますが、契約締結後に当事者間で協議し、本吸収分割の効
力発生日までに詳細を決定いたします。 

⑩ 本吸収分割後の状況 
本吸収分割による当社及びライブドアの名称、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 

 
（２） ライブドアによる ALISの吸収合併（以下、「本吸収合併」という。） 
① 本吸収合併の日程 

本吸収合併基本方針の取締役会決議日（当社） 2023年２月 14 日 
吸収合併承認株主総会（当事会社）  2023年 2 月 14 日 
吸収合併契約締結日    2023年２月 14日 
吸収合併効力発生日     2023年４月１日（予定）  

② 本吸収分割の方式 
本吸収分割は、ライブドアを存続会社とし、ALISは消滅会社となります。 

③ 本吸収合併に係る割当ての内容 
本吸収合併は、当社完全子会社間の吸収合併であるため、本吸収合併による新株式の発行、
資本金の増加及び合併交付金の支払いはありません。 
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④ 本吸収合併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 
該当事項はありません。 

⑤ 本吸収分割の当事会社の概要 
 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 
(1)名称 株式会社ライブドア 株式会社 ALIS 
(2)所在地 東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 

(3)代表者役職・氏名 代表取締役社長 兼 COO：宮本 直人 
代表取締役 CMO：水澤貴 
代表取締役 CTO：石井壮太 

(4)事業内容 総合メディア事業 ブロックチェーンメディア事業 
(5)資本金 1 万円 100 万円 
(6)設立年月日 2022 年 10 月７日 2016 年４月８日 
(7)発行済株式数 100 株 1,000 株 
(8)決算期 3 月 3 月 
（9）大株主及び 

持株比率 
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 
100% 

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 
100% 

（10）直前事業年度 
の財政状態及 
び経営成績 

株式会社ライブドアは、2022 年 10 月７
日付で新規設立されており、2022 年 12
月 28 日付で当社子会社となっておりま
す。 

純資産 186 百万円 
総資産 194 百万円 
売上高 8 百万円 
営業損失 43 百万円 
経常損失 17 百万円 
当期純損失 17 百万円 

 
（３） ソリューション事業の再編にかかる準備会社について 
① 準備会社の概要 

(1)商号 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ 
(2)本店所在地 東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 
(3)代表者 代表取締役社長：齋藤 正勝 
(4)事業内容 情報ソリューション事業 
(5)資本金 1,000 万円（設立時） 
(6)設立予定年月日 2023 年４月１日 
(7)発行予定株式数 100 株（設立時） 
(8)決算期 3 月 
（9）大株主及び持株比率 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 100% 

なお、ソリューション事業の再編につきましては今後新たに設立する準備会社を軸に、グループ
各社を含めた具体的組織再編計画を別途取りまとめる予定です。 

 
３．今後の見通し 
本組織再編に伴う当期の連結業績に与える影響は軽微なものであると見込んでおります。 
 

 以 上 


