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１ 【提出理由】

当社は平成25年10月１日開催の臨時株主総会において、当社が保有するDIGITAL Hearts Korea

Co.,Ltd.、DIGTAL Hearts USA Inc.、株式会社Ｇ＆Ｄ、株式会社デジタルハーツ・ビジュアル及びAetas

株式会社の全株式を当社の親会社である株式会社ハーツユナイテッドグループに現物配当することを決議

し、同日付で現物配当致しました。これに伴い、当社において特定子会社の異動がありましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づ

き、臨時報告書を提出するものであります。

　

２ 【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

 　① DIGITAL Hearts Korea Co.,Ltd.

名称 DIGITAL Hearts Korea Co.,Ltd.

住所 395-139, Seokyo-dong, MAPO-GU, SEOUL, KOREA

代表者の氏名 代表取締役社長　張　俊錫（チャン ジュンソク）

資本金 1,000,000千ウォン

事業の内容 ソフトウェアのデバッグサービス提供等

　

 　② DIGITAL Hearts USA Inc.

名称 DIGITAL Hearts USA Inc.

住所 3625 Del Amo Blvd. Suite 130 Torrance, CA 90503, USA

代表者の氏名 代表取締役社長 CEO　山本　純

資本金 1,559千米ドル

事業の内容 ソフトウェアのデバッグサービス提供等

　

 　③ 株式会社Ｇ＆Ｄ

名称 株式会社Ｇ＆Ｄ

住所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番14号

代表者の氏名 代表取締役社長　笠間　信一郎

資本金 50,000千円

事業の内容
コンシューマゲーム及びモバイル端末向けゲームコンテンツの受
託開発等

　

 　④ 株式会社デジタルハーツ・ビジュアル

名称 株式会社デジタルハーツ・ビジュアル

住所 東京都新宿区西新宿三丁目20番２号

代表者の氏名 代表取締役社長　小宮　鉄平

資本金 90,000千円

事業の内容 映像制作サービスの提供等
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 　⑤ Aetas株式会社

名称 Aetas株式会社

住所 東京都港区浜松町一丁目２番３号

代表者の氏名 代表取締役社長　岡田　和久

資本金 89,840千円

事業の内容 PC・オンラインゲーム情報サイト「4gamer.net」等の企画・運営

　

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

 　① DIGITAL Hearts Korea Co.,Ltd.

 　　 当社の所有に係る議決権の数

 　　 　異動前　　100,000個

 　　 　異動後　　　 　―個

 　　 総株主等の議決権に対する割合

 　　 　異動前　　　100.0％

 　　 　異動後 　　　　―％

　

 　② DIGITAL Hearts USA Inc.

 　　 当社の所有に係る議決権の数

 　　 　異動前　　 15,590個

 　　 　異動後　　　 　―個

 　　 総株主等の議決権に対する割合

 　　 　異動前　　　100.0％

 　　 　異動後 　　　　―％

　

 　③ 株式会社Ｇ＆Ｄ

 　　 当社の所有に係る議決権の数

 　　 　異動前　　　5,000個

 　　 　異動後　　　 　―個

 　　 総株主等の議決権に対する割合

 　　 　異動前　　　100.0％

 　　 　異動後 　　　　―％
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 　④ 株式会社デジタルハーツ・ビジュアル

 　　 当社の所有に係る議決権の数

 　　 　異動前　　　9,000個

 　　 　異動後　　　 　―個

 　　 総株主等の議決権に対する割合

 　　 　異動前　　　100.0％

 　　 　異動後 　　　　―％

　

 　⑤ Aetas株式会社

 　　 当社の所有に係る議決権の数

 　　 　異動前　　　1,192個

 　　 　異動後　　　 　―個

 　　 総株主等の議決権に対する割合

 　　 　異動前　　　100.0％

 　　 　異動後 　　　　―％

　

(3) 当該異動の理由及びその年月日

 　① DIGITAL Hearts Korea Co.,Ltd.

 　 (ⅰ)異動の理由

当社は平成25年10月１日開催の臨時株主総会において、当社が保有するDIGITAL Hearts Korea

Co.,Ltd.の全株式を当社の親会社である株式会社ハーツユナイテッドグループに現物配当すること

を決議し、同日付で現物配当致しました。このため、DIGITAL Hearts Korea Co.,Ltd.は、同日付

で当社の特定子会社ではなくなりました。

 　 (ⅱ)異動の年月日

平成25年10月１日

　

 　② DIGITAL Hearts USA Inc.

 　 (ⅰ)異動の理由

当社は平成25年10月１日開催の臨時株主総会において、当社が保有するDIGITAL Hearts USA

Inc.の全株式を当社の親会社である株式会社ハーツユナイテッドグループに現物配当することを決

議し、同日付で現物配当致しました。このため、DIGITAL Hearts USA Inc.は、同日付で当社の特

定子会社ではなくなりました。

 　 (ⅱ)異動の年月日

平成25年10月１日
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 　③ 株式会社Ｇ＆Ｄ

 　 (ⅰ)異動の理由

当社は平成25年10月１日開催の臨時株主総会において、当社が保有する株式会社Ｇ＆Ｄの全株式

を当社の親会社である株式会社ハーツユナイテッドグループに現物配当することを決議し、同日付

で現物配当致しました。このため、株式会社Ｇ＆Ｄは、同日付で当社の特定子会社ではなくなりま

した。

 　 (ⅱ)異動の年月日

平成25年10月１日

　

 　④ 株式会社デジタルハーツ・ビジュアル

 　 (ⅰ)異動の理由

当社は平成25年10月１日開催の臨時株主総会において、当社が保有する株式会社デジタルハー

ツ・ビジュアルの全株式を当社の親会社である株式会社ハーツユナイテッドグループに現物配当す

ることを決議し、同日付で現物配当致しました。このため、株式会社デジタルハーツ・ビジュアル

は、同日付で当社の特定子会社ではなくなりました。

 　 (ⅱ)異動の年月日

平成25年10月１日

　

 　⑤ Aetas株式会社

 　 (ⅰ)異動の理由

当社は平成25年10月１日開催の臨時株主総会において、当社が保有するAetas株式会社の全株式

を当社の親会社である株式会社ハーツユナイテッドグループに現物配当することを決議し、同日付

で現物配当致しました。このため、Aetas株式会社は、同日付で当社の特定子会社ではなくなりま

した。

 　 (ⅱ)異動の年月日

平成25年10月１日

　以　上

　

EDINET提出書類

株式会社デジタルハーツ(E05732)

臨時報告書

5/5


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

