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会社分割による広告の企画･プロデュース事業部門の一部分社化のお知らせ 

 

平成 18 年８月 24 日開催の当社取締役会において、当社は平成 18 年 10 月１日を期して、下記のと

おり当社の広告の企画･プロデュース事業の一部門である、プロダクションズ本部プロダクション３

における事業を会社分割し、株式会社１st Avenue（新設会社）に継承することを決定致しましたの

でお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 会社分割の目的 

 当社グループは、「マルチブランド戦略」（当社を事業持株会社とした多数の優秀なコンテンツ

制作会社をグループ化する戦略）を中期的な経営戦略として掲げており、広告業界での淘汰が進む

中で、より特徴あるブランドでもって、新たな提案をクライアントに提供し続けていきたいと考え

ております。 
今回、経営戦略の一環として当社より、広告制作でより高品質な作品を提供していくばかりでな

く、クライアントに対してのコンセプトプランニングを行い、クリエイティブ主導でメッセージの

届け方を立案していく点に特徴を持っている広告の企画・制作会社を、会社分割により新設するこ

とと致しました。 
 

２． 会社分割の要旨 

(1) 分割の日程 

  分割計画書承認取締役会 平成 18 年８月 24 日 

  分割期日   平成 18 年 10 月１日 

  分割登記   平成 18 年 10 月２日 

 

 



(2) 分割方式  

① 分割方式 

当社を分割会社とし、新たに設立する会社「株式会社１st Avenue」を承継会社とす

る簡易分割による新設分割方式を採用いたします。なお、会社法 805 条の規定により、

第 804 条１項に定める株主総会の承認を得ることなく分割を行うものであります。 

② 当分割方式を採用した理由 

   従来からの会社設立・営業の一部譲渡方式による分社と比べて、より機動的に分社が

できるため、当方式を採用致しました。 

(3) 株式の割当 

新設会社は、当社に対して普通株式 400 株を発行し、交付致します。 

 

(4) 分割交付金 

分割交付金の支払いは致しません。 

 

(5) 新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、承継事業を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産の一部および

契約上の地位等の権利義務を承継致します。 

 

(6) 債務履行の見込み 

本分割において当社および株式会社１st Avenue が負担すべき債務につきましては、当社

の資産、負債および純資産の額、今後の事業展開、損益の見通し等を勘案し、履行の見込

みに問題はないと判断致します。 

 

(7) 新設会社に新たに就任する役員 

  代表取締役ＣＣＯ（チーフ・クリエイティブ・オフィサー） 

    マンジョット･べディ 

  代表取締役ＣＯＯ（チーフ・オペレーティング・オフィサー） 

    亀田 勝己 

  取締役  吉田 博昭 

  取締役  安岡 憲一 

  取締役  平田 敬 

  取締役  上窪 弘晃 

  取締役  安田 浩之 

  監査役  守田 尊詞 

   

３． 分割当事会社の概要 

 

 （分割会社） 

平成 17 年 9 月 30 日現在 
（承継会社） 

平成 18 年 10 月１日見込み 
（１）商号 株式会社ティー･ワイ･オー 株式会社１st Avenue 



（２）主たる事業内容 TV-CM 企画・制作 広告の企画･プロデュース業務 

（３）設立年月日 昭和 57 年４月２日 平成 18 年 10 月１日 

（４）本店所在地 東京都品川区上大崎 

二丁目 21 番７号

東京都目黒区三田 

一丁目７番 13 号 

（５）代表者 吉田 博昭 マンジョット・べディ 
亀田 勝己 

（６）資本金 727 百万円 10 百万円 

（７）発行済株式総数 32,576,880 株 400 株 

（平成 18 年 10 月１日見込み） 

（８）株主資本 2,565 百万円 27 百万円（予定） 

（９）総資産 8,725 百万円 27 百万円（予定） 

（10）決算期 ９月 30 日 ９月 30 日 

（11）従業員数 106 人 ９人 

（12）主要取引先 株式会社電通 

株式会社博報堂 
株式会社電通 

株式会社デルフィス 
株式会社フロンテッジ 
神社本庁 
栗田工業株式会社 

（13）主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行 
三井住友銀行 
りそな銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

（14）大株主及び 

持株比率 

吉田 博昭  （17.18％） 

木村 克己  （10.39％） 

日本トラスティー･サービス 

信託株式会社 （8.54％） 

三隅 研二  （6.49％） 

早川 和良  （6.32％） 

柿本 秀二  （4.00％） 

宇井 実   （2.59％） 

株 式 会 社 テ ィ ー ･ワ イ ･オ ー

(100％) 

資本関係 設立時は分割会社の 100％子会社ですが、同日付で株

式会社 TYO Administration に 24％、承継会社の役

員 4 名に 25％譲渡します。 

人的関係 分割会社社長１名が取締役を兼務 
分割会社執行役員１名が取締役を兼務 
分割会社関係会社常務 1 名が監査役を兼務 
分割会社社員 1 名が取締役を兼務 

（15）当社との関係 

取引関係  

 

（16）最近３決算期間の業績（分割会社） 

 株式会社ティー･ワイ･オー（分割会社） 
決算期 平成 15 年９月期 平成 16 年９月期 平成 17 年９月期 

売上高（百万円） 5,015 5,674  6,096 

営業利益（百万円） △128 430  370 

経常利益（百万円） △138 393  505 

当期純利益（百万円） △134 189  445 

1 株当たり当期純利益(円) △5.28 5.65  13.01 



1 株当たり配当金(円) 4.00 3.00  5.00 
1 株当たり株主資本(円) 55.57 55.36  80.32 

 

４． 分割する事業部門の内容 

(1) プロダクションズ本部プロダクション３部門の内容 

広告の企画・プロデュース 

 

(2) プロダクションズ本部プロダクション３部門の平成 17 年９月期における経営成績 

 プロダクション 3 部門

（ａ） 

当社 17 年９月期実績 

（ｂ） 

比率 

（ａ／ｂ） 

売上高（百万円） 972 6,096 15.9％ 

売上総利益（百万円） 101 1,105 9.1％ 

営業利益（百万円） 88 370 23.9％ 

経常利益（百万円） 88 505 17.5％ 

 

(3) 譲渡資産、負債の項目及び金額 

資   産 資   本 
項  目 帳簿価格 項  目 帳簿価格 

流動資本（百万円） 24 資本金（百万円） 10 

固定資産（百万円） 3 資本剰余金（百万円） 17 

合  計（百万円） 27 合  計（百万円） 27 

 

５． 分割後の当社の状況 

(1) 商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金・総資産・決算期いずれも本分割による変

更はありません。 

(2) 業績に与える影響 

平成 18 年９月期の連結業績予想に関しては、その影響が軽微のため、修正はございません。 

 

 

以  上 


