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各  位 
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代表者名 代表執行役社長兼COO 青 木  巌 
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問合せ先 代表執行役CFO   冨 山 武 志 
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会社分割による持株会社体制移行及びグループ内再編に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 10 月 11 日開催の取締役会において、平成 20 年３月１日（予定）を効力

発生日として、当社の全事業を会社分割により分社し、持株会社体制へ移行することに係る基

本方針を決議いたしました。同時に、当社は、当社の完全子会社である有限会社レッドロック・

インベストメント（以下、「RRI」という。）、有限会社マージャー・キャピタル（以下、「MGC」

という。）、及び有限会社フォーチュン・ロード（以下、「FTR」という。）を、平成 19 年 11 月

15 日（予定）を効力発生日として吸収合併すること、並びに、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（以下、「AIA」という。）の不動産ファンド事

業におけるアセット・マネジメント業務のうち、開発業務、不動産管理及び賃貸借業務（信託

受益権の保有を目的とする資産流動化法に基づく特定目的会社から受託する不動産管理及び賃

貸借業務を除く。）、並びに現物不動産の保有を目的とする資産流動化法に基づく特定目的会社

に対するアセット・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、平成 19 年 11 月

15 日（予定）を効力発生日として会社分割し、当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。 

なお、会社分割による持株会社体制への移行につきましては、平成 19 年 12 月 19 日開催予定

の臨時株主総会において、関連議案が承認可決されることを条件として実施する予定ですが、

詳細が決定次第、速やかにお知らせいたします。 

 

記 

  

Ⅰ. 会社分割による持株会社体制移行の基本方針  

  

１. 持株会社体制移行の目的 

当社グループは、日本国内において不動産を対象としたファンドの組成や運営業務を行う

不動産ファンド事業をはじめとして、日本やアジア・パシフィック地域において企業再生や

ＩＰＯ投資に代表されるＭ＆Ａ事業を展開し、日本発・世界トップクラスのマーチャント・

バンク（投資銀行）を目指しております。 



 
 

 

当社グループが世界に通じるマーチャント・バンクとして、更なる発展を遂げるためには、

当社の各事業が競争力を高めると同時に、当社グループ全体の企業価値最大化を目指す経営

体制の構築が必要不可欠であります。そのため、当社は全事業を会社分割により分社し、当

社グループは持株会社体制へ移行することとしました。 

当社グループが持株会社体制へ移行する主な目的は以下のとおりです。 

 

（１） 各事業の透明性の向上と責任の明確化 

事業別に分社化することにより、各事業の透明性を高めると共に責任を明確化します。 

 

（２） 経営環境や市場環境の変化に対応できる事業ポートフォリオの構築 

将来の経営環境や市場環境の変化に対応し、成長力を持続させるためには、各事業が各々

の専門性を追及するとともに、最適な事業ポートフォリオを機動的に構築・運営できる経

営体制の確立が必要です。今後は、M&A や企業再編の手法をも活用し、各事業領域の競争

優位性の維持、向上を図ります。 

 

（３） 意思決定の迅速化と経営の機動性向上 

当社は、平成 18 年５月より委員会設置会社に移行し、執行役制度を導入することで、執

行役に業務執行の権限を大幅に委譲しスピード感のある経営を実行してまいりました。今

後はそれに加え、持株会社の下で事業統括会社が業務執行に専念できる環境を整備し、経

営の意思決定を迅速化します。また、事業特性に応じた戦略立案、経営管理、人事・業績

評価制度を構築・実施することにより経営の機動性を高めます。 

 

（４） ガバナンス体制及びリスク管理体制の強化 

当社グループは、不動産市況、株式市況など、外部の市場環境に大きく左右される事業

を生業としており、各々の市場環境に各事業の収益が影響を受けます。また、金融商品取

引法、宅地建物取引業法などの法的規制についても、各対象事業によって遵守項目、対応

等が異なります。 

このように各事業により市場環境の影響、法規制対応が異なるため、グループ全体のガ

バナンス体制の整備・強化とともに、各事業特性に応じたリスク管理体制の整備・強化が

必要であります。 
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２. 持株会社体制移行の要旨（案） 

持株会社体制移行の詳細につきましては、11 月上旬に改めて発表する予定でありますが、

現段階での持株会社体制移行に係る基本方針は以下のとおりです。 

 

（１） 持株会社体制移行に係る会社分割（吸収分割）の日程（予定） 

  臨時株主総会基準日          平成 19 年 10 月 27 日（予定） 

吸収分割契約承認取締役会       平成 19 年 11 月 13 日（予定） 

  吸収分割契約締結           平成 19 年 11 月 13 日（予定） 

  吸収分割契約承認株主総会       平成 19 年 12 月 19 日（予定） 

  吸収分割の効力発生日         平成 20 年 ３月 １日（予定） 

 

（２） 持株会社体制移行の方法 

① 当社を分割会社とし、当社の全事業を、既存の当社の完全子会社もしくは新たに設立

した完全子会社を承継会社（以下、「事業統括会社」という。）とする分社型吸収分割

により、当社グループは持株会社体制へ移行します。 

② 当社は、各事業統括会社を傘下に抱える当社グループの持株会社になります。なお、

当社は、引き続き上場を維持します。 

③ 国内投資事業については、アセット・マネジャーズ準備株式会社を承継会社とし、必

要な許認可を新たに取得します。 

④ 海外投資事業については、新設の分割準備会社であるアセット・マネジャーズ・イ

ンターナショナル株式会社を承継会社とし、必要な許認可を新たに取得します。 

 

（３） 持株会社・事業統括会社の役割と機能 

① 持株会社の役割と機能 

持株会社は、グループ経営方針に基づいてグループ経営戦略を立案・実行し、各事業統

括会社を管理、統制します。 

グループ企業価値の最大化を図ることを目的として、以下の機能を有し、実行します。 

• グループ経営理念の浸透・強化 

• グループ経営戦略の立案・実行 

• グループ財務管理の立案・実行 

• グループ内経営資源（人材・資金など）の効率的、効果的配分 

• グループ経営管理体制（コンプライアンス、リスク管理、IT を含む）の整備 

• グループ会社管理業務の遂行 

• グループ広報・IR・CSR 施策の立案・実行 

• グループ内シェアード・サービスの提供 
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② 事業統括会社の役割と機能 

各事業統括会社は、各々の事業領域において競争優位を追求し、投下資本に対する企業

価値の最大化を図ります。 

持株会社に対して安定的且つ、継続的な配当を実施することを目的に、以下の機能を有

し、実行します。 

• 各事業領域の事業戦略の立案・実行 

• 各事業領域の業務遂行 

• 各事業領域の資金調達 

 

（４） 持株会社体制移行後のグループ組織イメージ 

  

  アセット・マネジャーズ・ホールディングス㈱（現 アセット・マネジャーズ株式会社）

アセット･インベスターズ㈱ 大証2部上場（証券コード3121）

㈱アセット･リアルティ・マネジャーズ イーアセット投資法人（証券コード8974）の運用

アセット･インベストメント・アドバイザーズ㈱ 不動産ファンドの運用

アセット・マネジャーズ・インターナショナル㈱ 海外投資事業の統括

アセット・マネジャーズ証券㈱（現 アセット・証券）

国 内 投 資 部 門

21世紀アセットマネジメント㈱ 投信投資顧問 ※持分法適用

Asset Managers （Asia） Company Limited 企業投資、不動産投資を行う香港現地法人

CITIC International Assets Management CITICグループの投資運用会社 ※持分法適用

金 融 部 門

海 外 投 資 部 門

管理部門、リスク統轄・審査部門

Asset Managers SG Pte. Ltd 企業投資等を行うシンガポール法人

国内不動産、不動産を軸にした企業投資 等

海外における企業投資、不動産投資 等

証券業務、投資銀行業務、投資運用業務 等

アセット･マネジャーズ㈱

（現 アセット・マネジャーズ準備株式会社）

不動産投資、不動産ファンド組成のアレンジ、自己投資、開発業務の受託
不動産を軸にした企業投資等

投資家の募集、金融商品の販売、

M&Aアドバイザリーサービス等

アセット・マネジャーズ・ホールディングス㈱（現 アセット・マネジャーズ株式会社）

アセット･インベスターズ㈱ 大証2部上場（証券コード3121）

㈱アセット･リアルティ・マネジャーズ イーアセット投資法人（証券コード8974）の運用

アセット･インベストメント・アドバイザーズ㈱ 不動産ファンドの運用

アセット・マネジャーズ・インターナショナル㈱ 海外投資事業の統括

アセット・マネジャーズ証券㈱（現 アセット・証券）

国 内 投 資 部 門

21世紀アセットマネジメント㈱ 投信投資顧問 ※持分法適用

Asset Managers （Asia） Company Limited 企業投資、不動産投資を行う香港現地法人

CITIC International Assets Management CITICグループの投資運用会社 ※持分法適用

金 融 部 門

海 外 投 資 部 門

管理部門、リスク統轄・審査部門

Asset Managers SG Pte. Ltd 企業投資等を行うシンガポール法人

国内不動産、不動産を軸にした企業投資 等

海外における企業投資、不動産投資 等

証券業務、投資銀行業務、投資運用業務 等

アセット･マネジャーズ㈱

（現 アセット・マネジャーズ準備株式会社）

不動産投資、不動産ファンド組成のアレンジ、自己投資、開発業務の受託
不動産を軸にした企業投資等

投資家の募集、金融商品の販売、

M&Aアドバイザリーサービス等
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（５）分割準備会社の概要 

  国内投資事業統括会社 

① 商号    ： アセット・マネジャーズ準備株式会社 

         ＊平成 20 年３月１日をもってアセット・マネジャーズ株式会社

に商号変更する予定です（尚、同時に当社はアセット・マネジ

ャーズ・ホールディングス株式会社に商号変更する予定です）。 

② 設立年月  ： 平成 14 年８月 

③ 本店所在地  ： 東京都千代田区 

④ 資本金   ： 10 百万円 

⑤ 代表者     ： 長谷川 拓磨 

⑥ 業務内容  ： 会社分割に伴う当社の国内投資事業の承継の準備に係る業務 

 

海外投資事業統括会社 

① 商号    ： アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 

② 設立年月  ： 平成 19 年９月 

③ 本店所在地 ： 東京都千代田区 

④ 資本金   ： 10 百万円 

⑤ 代表者    ： 田邉 隆一 

⑥ 業務内容  ： 会社分割に伴う当社の海外投資事業の承継の準備に係る業務 

 

（６）従業員の処遇 

    承継会社となる各事業統括会社に従事する従業員は原則として当社からの出向も

しくは新規採用等により配する予定です。 

     

（７）資産・負債等の取扱い 

    現在、当社が保有している資産、負債、契約関係及びこれらに付随する権利義務に

ついては精査の上、分割対象事業の用に供しているものについては、原則として各

事業統括会社が承継しますが、グループ全体の観点から持株会社が保有すべきもの

については、持株会社が引き続き保有します。 
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Ⅱ. RRI、MGC、FTRの吸収合併 

  

１. 吸収合併の目的 

当社は、平成 20 年３月１日（予定）を期して、持株会社体制へ移行することに先立ち、

その前提、また一環としてグループ再編を推進しています。その再編の一環として、当社は、

RRI、MGC、FTR を吸収合併します。 

 

２. 吸収合併の要旨 

（１） 吸収合併の日程 

  吸収合併契約承認取締役会       平成 19 年 10 月 11 日 

  吸収合併契約締結           平成 19 年 10 月 11 日        

  吸収合併の効力発生日         平成 19 年 11 月 15 日（予定） 

    なお、当社は、会社法 796 条第３項（簡易吸収合併）により同法 795 条第１項の株主総

会の承認を得ることなく合併手続を行います。 

    また、RRI、MGC、FTR は、会社法 784 条第１項（略式吸収合併）により同法 783 条

第１項の株主総会の承認を得ることなく合併手続を行います。 

 

（２） 合併の方法 

    当社を存続会社とし、RRI、MGC 及び FTR を消滅会社とします。 

 

（３） 合併比率 

    当社は、RRI、MGC 及び FTR の全ての株式を保有しており、合併による新株の発

行及び資本金の増加は行いません。 

 

（４） 合併交付金 

    合併交付金の支払は行いません。 

 

（５） 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

    RRI、MGC 及び FTR は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。 
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３. 合併当事会社の概要 

（平成 19 年８月 31 日現在、被合併会社の代表者は直近） 

(1)商号 ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱  

 

（合併会社） 

㈲ﾚｯﾄﾞﾛｯｸ･ 

ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 

（被合併会社）

㈲ﾏｰｼﾞｬｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ

 

（被合併会社）

㈲ﾌｫｰﾁｭﾝ･ﾛｰﾄﾞ 

 

（被合併会社）

(2)事業内容 不動産ﾌｧﾝﾄﾞ事業 

M&A 事業 

有価証券の保有

及び売買 

有価証券の保有

及び売買 

有価証券の保有

及び売買 

(3)設立年月 平成 12 年３月 平成 15 年９月 平成 16 年１月 平成 16 年９月 

(4)本店所在

地 

東京都千代田区 東京都千代田区 東京都千代田区 東京都千代田区 

(5)代表者 代表執行役 

青木 巌 

代表取締役 

鈴木 啓司 

代表取締役 

鈴木 啓司 

代表取締役 

鈴木 啓司 

(6)資本金 16,583 百万円 ３百万円 ３百万円 ３百万円

(7)発行済株

式総数 

530,341 株 60 株 60 株 60 株

(8)純資産 45,583 百万円 39 百万円 83 百万円 ２百万円

(9)総資産 101,764 百万円 5,518 百万円 3,185 百万円 1,002 百万円

(10)決算期 ２月末 ８月末 12 月末 ８月末 

(11) 従 業 員

数 

77 人 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 

(12) 主 要 取

引先 

特定の取引先は

ありません。 

ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱ ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱ ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱

(13) 大 株 主

及び 

持株比率 

古川令治 14.7% 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽｲﾝﾀ

ｰﾅｼｮﾅﾙ 6.4％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ

信託銀行㈱（信託

口） 

3.54％ 

ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱

100.0% 

ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱

100.0% 

ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱

100.0% 

(14) 主 要 取

引銀行 

みずほ銀行 

三井住友銀行 

関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行 

該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 

資本関係 合併会社は被合併会社の株式を 100%保有しています。

人的関係 該当事項はありません。 

(15) 当 事 会

社の関係 

取引関係 合併会社は被合併会社と匿名組合契約を結んでいます。
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４. 最近３年間の業績 

（単位：百万円） 

ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱  

（合併会社）【単体】 

ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞ㈱  

（合併会社）【連結】 

 

平成 17 年 

２月期 

平成 18 年

２月期 

平成 19 年

２月期 

平成 17 年

２月期 

平成 18 年 

２月期 

平成 19 年

２月期 

売上高 5,024 11,945 20,463 7,744 22,538 56,889

営業利益 3,540 6,973 13,892 4,269 9,261 19,661

経常利益 3,361 6,513 12,999 3,915 8,480 17,549

当期純利益 1,946 3,802 7,205 2,397 4,617 9,419

一株当たり 

当期純利益（円） 

 

9,574 14,748 13,643 11,906 18,056 17,834

一株当たり 

配当金（円） 

 

2,000 3,300 3,000  

一株当たり 

純資産（円） 

 

68,333 146,865 84,376 70,826 153,707 99,747

 

㈲ﾚｯﾄﾞﾛｯｸ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 

（被合併会社） 

㈲ﾏｰｼﾞｬｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ 

（被合併会社） 

 

平成 17 年 

８月期 

平成 18 年

８月期 

平成 19 年

８月期 

平成 16 年

12 月期 

平成 17 年 

12 月期 

平成 18 年

12 月期 

売上高（千円） 0 0 0 0 0 0

営業利益（千円） △407 △247 △4,741 △2,341 △22,139 △159

経常利益（千円） △590 137,794 19,427 △2,335 △21,268 2,843

当期純利益（千

円） 

△654 72,870 △35,323 74 △1,187 △70,480

一株当たり 

当期純利益（円） 

△10,908.4 1,214,513.7 △588,728.0 1,243.3 △19,786.0 △

1,174,678.4

一株当たり 

配当金（円） 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

一株当たり 

純資産（円） 

38,936.6 1,253,450.3 664,722.2 51243.3 3,273,190.7 

 

1,465,979.0
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㈲ﾌｫｰﾁｭﾝ･ﾛｰﾄﾞ 

（被合併会社） 

 

平成 17 年 

８月期 

平成 18 年

８月期 

平成 19 年

８月期 

売上高（千円） 0 0 0

営業利益（千円） △320 △202 △183

経常利益（千円） △320 △202 △180

当期純利益（千

円） 

△302 219 △40

一株当たり 

当期純利益（円） 

5,039.3 3,660.5 △670.0

一株当たり 

配当金（円） 

0.0 0.0 0.0

一株当たり 

純資産（円） 

44,960.7 48,621.2 47,951.2

 

５. 合併後の状況 

（１） 商号       アセット・マネジャーズ株式会社 

（２） 事業内容     不動産ファンド事業、M&A 事業 

（３） 本店所在地    東京都千代田区 

（４） 代表者      代表執行役 青木 巌 

（５） 資本金      16,583 百万円 

（６） 総資産      103,307 百万円 

（７） 決算期      ２月末日 

 

６. 合併による業績への影響・見通し 

（１） 連結業績への影響・見通し 

    被合併会社は当社の完全子会社であるため、本吸収合併が当社の連結業績に与える

影響は軽微であります。 

 

（２） 単体業績への影響・見通し 

    本吸収合併が当社の業績に与える影響は軽微であります。 
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Ⅲ. AIAの一部事業の会社分割 

  

１. 会社分割の目的 

AIA の不動産ファンド事業におけるアセット・マネジメント業務のうち、開発業務、不動

産管理及び賃貸借業務（信託受益権の保有を目的とする資産流動化法に基づく特定目的会社

から受託する不動産管理及び賃貸借業務を除く。）、並びに現物不動産の保有を目的とする資

産流動化法に基づく特定目的会社に対するアセット・マネジメント業務に係る事業に関して

有する権利義務を当社が承継することで、AIA 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 10 月 11 日 

  吸収分割契約締結           平成 19 年 10 月 11 日 

  吸収分割の効力発生日         平成 19 年 11 月 15 日（予定） 

    なお、当社は、会社法 796 条第３項（簡易吸収分割）により同法 795 条第１項の株主総

会の承認を得ることなく分割手続を行います。 

    また、AIA は、会社法 784 条第１項（略式吸収分割）により同法 783 条第１項の株主総

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 

    当社の完全子会社である AIA を分割会社とし、当社を承継会社とする分割型吸収分割で

あります。 

 

（３） 吸収分割に係る割当ての内容 

    当社は分割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を交付しないものとします。 

 

（４） 吸収分割により増加する資本金の額等 

    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。 
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（６） 承継会社が承継する権利義務 

    当社が AIA から承継する権利義務は、平成 19 年 10 月 11 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・マネジメント業務のうち、

開発業務、不動産管理及び賃貸借業務（信託受益権の保有を目的とする資産流動化法に基

づく特定目的会社から受託する不動産管理及び賃貸借業務を除く。）、並びに現物不動産の

保有を目的とする資産流動化法に基づく特定目的会社に対するアセット・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。 

 

（７） 債務履行の見込み 

① 当社について 

当社の平成 19 年８月 31 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 101,764 百万円及び 56,180 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、AIA から承

継する予定の資産の額及び負債の額はそれぞれ 37 百万円及び百万円未満であり、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はないものと判断しております。 

 

② AIA について 

AIA の平成 19 年８月 31 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 1,873 百万円及び 691 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、当社が承継する

予定の資産の額及び負債の額はそれぞれ 37 百万円及び百万円未満であり、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、

AIA の債務履行能力には問題ないものと判断しております。 

  

３. 分割当事会社の概要  

 分割会社 

（平成 19 年８月 31 日時点） 

承継会社 

（平成 19 年８月 31 日時点） 

(1)商号 アセット・インベストメント・ア

ドバイザーズ株式会社 

アセット・マネジャーズ株式会社

(2)事業内容 不動産ファンドのアセット・マネ

ジメント事業 

不動産ファンド事業 

M&A 事業 

(3)設立年月日 平成 19 年４月 25 日 平成 12 年３月 17 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 代表取締役 植田 進 代表執行役 青木 巌 

(6)資本金 100 百万円 16,583 百万円 
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(7)発行済株式数 2,000 株 530,341 株 

(8)純資産 1,181 百万円 45,583 百万円 

(9)総資産 1,873 百万円 101,764 百万円 

(10)決算期 ２月末 ２月末 

(11)大株主及び 

持株比率 

アセット・マネジャーズ株式会社

100.0％ 

古川令治 14.7% 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 6.4％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱（信

託口） 

3.54％ 

  

４. 承継する権利義務の概要     

（１） 承継する権利義務の内容 

    AIA の不動産ファンド事業におけるアセット・マネジメント業務のうち、開発業務

並びに不動産管理及び賃貸借業務（信託受益権の保有を目的とする資産流動化法に

基づく特定目的会社から受託する不動産管理及び賃貸借業務を除く。）、並びに現

物不動産の保有を目的とする資産流動化法に基づく特定目的会社に対するアセット・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、当社に承継させることと

します。 

       

（２） 承継する権利義務に係る業績 

    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

権利義務に基づく売上高は平成 19 年 2 月期において、7,716 百万円であり、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。今般の会社分割においては、上

記のアセット・マネジメント業務に係る事業のうち、開発業務並びに不動産管理及び賃

貸借業務（信託受益権の保有を目的とする資産流動化法に基づく特定目的会社から

受託する不動産管理及び賃貸借業務を除く。）、並びに現物不動産の保有を目的とす

る資産流動化法に基づく特定目的会社に対するアセット・マネジメント業務に係る事業に

関して有する権利義務のみを承継しますが、これらの事業ごとの売上については、算定

が困難なため、算出しておりません。 
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（３） 承継する資産、負債の項目及び金額 

    承継する資産、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 37 百万円 前受金 0 百万円 

資産合計 37 百万円 負債合計 0 百万円 

  

５. 会社分割後の会社の状況  

 分割会社 

（平成 19 年 11 月 15 日時点） 

吸収分割承継会社 

（平成 19 年 11 月 15 日時点） 

(1)商号 アセット・インベストメント・ア

ドバイザーズ株式会社 

アセット・マネジャーズ株式会社

(2)事業内容 不動産ファンドのアセット・マネ

ジメント事業 

不動産ファンド事業 

M&A 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 代表取締役 植田 進 代表執行役 青木 巌 

(5)資本金 100 百万円 16,583 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 

    分割会社が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。 

 

（２） 単体業績への影響・見通し 

    分割効力発生日以後、当社単体の売上高は承継事業に係る収入相当額増加することとな

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

予想は本日付で別途開示する「平成 20 年 2 月期 中間決算短信」をご参照ください。 

   

（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 
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