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会社分割に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年７月 26 日開催の取締役会において、当社の不動産ファンド事業における

アセット・マネジメント業務に係る事業に関して有する権利義務を会社分割し、当社の完全子

会社であるアセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社に承継させることを決議い

たしましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 1. 会社分割の目的 

当社の不動産ファンド事業におけるアセット・マネジメント業務に係る事業に関して有す

る権利義務をアセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社に集約することで、

アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社において金融商品取引法施行下にお

ける投資運用業者としての厳格な不動産ファンド運用体制の確立を図ることを目的として

おります。 
 

2. 会社分割の要旨 

（１） 吸収分割の日程 

  吸収分割契約承認取締役会       平成 19 年 7 月 26 日 

  吸収分割契約締結           平成 19 年 7 月 26 日 

  吸収分割契約承認株主総会（承継会社） 平成 19 年８月 14 日（予定） 

  吸収分割の効力発生日         平成 19 年８月 28 日（予定） 

なお、当社は会社法 784 条第 3 項（簡易吸収分割）により同法 793 条の株主総会の承認を得

ることなく分割手続を行います。 

 
（２） 吸収分割の方法 

  当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるアセット・インベストメント・アドバイ

ザーズ株式会社を承継会社とする分社型吸収分割であります。 
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（３） 吸収分割に係る割当ての内容 

当社は承継会社の完全親会社であり発行済株式の全てを有していることから、本吸収分

割に際して分割会社に株式その他の金銭等は交付されないものとします。 
 

（４） 吸収分割により減少する資本金の額等 

    該当事項はありません。 

 

（５） 当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

      当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していますが、本吸収分割による

これらの取扱いに変更はありません。 

       

（６） 承継会社が承継する権利義務 

    アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社が当社から承継する権利義

務は、平成 19 年７月 26 日付吸収分割契約書に定めるところにより、不動産ファン

ド事業におけるアセット・マネジメント業務に係る事業に関して有する権利義務とい

たします。なお、当社から承継する債務については免責的債務引受といたします。 

 

（７） 債務履行の見込み 

   ①当社について 

当社の平成 19 年 2 月 28 日現在の貸借対照表における資産の額及び負債の額は、それ

ぞれ 94,737 百万円及び 49,952 百万円であり、本吸収分割の効力発生日の前日までにこ

れらが大きく変動することは予測されておりません。また、本吸収分割において、アセ

ット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社が承継する予定の資産の額及び負債

の額はそれぞれ 265 百万円及び８百万円であり、本吸収分割後においても資産の額が負

債の額を十分に上回ることが見込まれます。以上の事実から、当社の債務履行能力には

問題ないものと判断しております。 

   ②アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社について 

アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社の会社設立の日である平成 19

年 4 月 25 日現在の貸借対照表における資産の額及び負債の額は、それぞれ 10 百万円及

び 0 百万円であり、平成 19 年 7 月 26 日付の当社を割当先とする株主割当増資のほか、

本吸収分割の効力発生日の前日までにこれらが大きく変動することは予測されておりま

せん。また、本吸収分割において、当社から承継する予定の資産の額及び負債の額はそ

れぞれ 265 百万円及び８百万円であり、本吸収分割後においても資産の額が負債の額を

十分に上回ることが見込まれます。以上の事実から、アセット・インベストメント・ア

ドバイザーズ株式会社の債務履行能力には問題はないものと判断しております。 
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3. 分割当事者の概要  

 分割会社 

（平成 19 年５月 31 日時点） 

吸収分割承継会社 

（平成 19 年７月 26 日時点） 

(1)商号 アセット・マネジャーズ株式会社 アセット・インベストメント・ア

ドバイザーズ株式会社 

(2)事業内容 不動産ファンド事業 

M&A 事業 

不動産ファンド事業 

(3)設立年月日 平成 12 年３月 17 日 平成 19 年４月 25 日 

(4)本店所在地 東京都千代田区 東京都千代田区 

(5)代表者 代表執行役社長 青木 巌 代表取締役社長 植田 進 

(6)資本金 16,374 百万円 100 百万円 

(7)発行済株式数 530,341 株 2,000 株 

(8)純資産 45,677 百万円 99 百万円 

(9)総資産 101,138 百万円 99 百万円 

(10)決算期 ２月末 ２月末 

(11)大株主及び 

持株比率 

古川 令治 14.7% 

大阪証券金融株式会社 3.7% 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 3.4% 

アセット・マネジャーズ株式会社

100.0％ 

 

   4. 分割する権利義務の概要 

  （１）分割する権利義務の内容 

当社の不動産ファンド事業におけるアセット・マネジメント業務に係る事業に関

して有する権利義務を分割し、アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式

会社に承継させることとします。 

 

（２）分割する権利義務に係る業績 

 分割する権利義務に基づいて当社において生じた売上高は平成 19 年 2 月期にお

いて 7,716 百万円でした。なお、上記売上高は平成 19 年 2 月期における当社の売上

高の 37.7％を占めています。 
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（３）分割する資産、負債の項目及び金額 

   分割する資産、負債の項目及び金額は以下のとおりを見込んでおります。 

資産 負債 

売掛金 256 百万円 

有形固定資産 9 百万円 
前受金 ８百万円 

資産合計 265 百万円 負債合計 ８百万円 

 

 5. 会社分割後の会社の状況 

 分割会社 

（平成 19 年 5 月末時点） 

吸収分割承継会社 

（平成 19 年７月 26 日時点） 

(1)商号 アセット・マネジャーズ株式会社 アセット・インベストメント・ア

ドバイザーズ株式会社 

(2)事業内容 不動産ファンド事業 

M&A 事業 

不動産ファンド事業 

(3)本店所在地 東京都千代田区 東京都千代田区 

(4)代表者 代表執行役社長 青木 巌 代表取締役社長 植田 進 

(5)資本金 16,374 百万円 100 百万円 

(6)決算期 ２月末 ２月末 

 

 

 6. 分割による業績への影響・見通し 

 （１）連結業績への影響・見通し 

承継会社は当社の完全子会社であるため、本会社分割が当社の連結業績に与える影

響は軽微であります。 
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（２）単体業績への影響・見通し 

   会社分割効力発生日以後、当社単体の売上高は不動産ファンドにおけるアセット・マネ

ジメント業務に係る収入相当額減少することとなります。本吸収分割による単体業績へ

の影響を反映した平成 20 年２月期の通期業績予想は以下のとおりです。 

  （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

平成 19 年 4 月 11 日

発表予想（A） 
15,500 10,000 5,800 

今回修正予想（B） 14,100 8,700 5,000 

増減額（B－A） △1,400 △1,300 △800 

増減率（％） △9.0% △13.0% △13.8% 

 

（注）本資料に掲載されている将来に関する記述は、当社及び当社グループが発表日現在にお

いて入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含ん

でおります。よって、実際の業績は様々な要因につき、記述されている業績予想とは大

きく異なる結果となりえることをご承知ください。 

 

以上 


