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アミューズメント事業の譲渡に関する最終契約締結及び 

会社分割によるアミューズメント事業部門の分社化のお知らせ 

 
当社は、平成 20年５月９日付「アミューズメント事業の譲渡に関する基本合意書締結について」に 

おいて開示したとおり、アミューズメント事業を株式会社ゲオ（本社： 愛知県春日井市、代表取締役 
社長：吉川 恭史）に譲渡するための詳細について両社にて検討を行ってまいりました。  

その結果、本日開催の取締役会において、アミューズメント事業を当社が新設する新会社に会社分割 

により承継させたうえ、当該新会社の株式を株式会社ゲオに譲渡することを決議し、本日、当社と新会 

社との間で吸収分割契約を締結し、当社と株式会社ゲオとの間で新会社の株式譲渡契約を締結いたしま 

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  

当社はこれまで、アニメーション事業とアミューズメント事業を通じ、エンタテインメント企業とし 

て、積極的な営業展開を実施してまいりました。また、アニメーション事業とアミューズメント事業を 

同時に営むことで、より一層のシナジー効果を期待し、経営を続けてまいりました。 

しかしながら、市場環境の変化および競争の激化等により、当社が今後更なる成長を実現するために 

は、アニメーション事業へ経営資源を集中させ、経営基盤の強化と企業価値の増大を図る必要があると 

考え、当社のアミューズメント事業を株式会社ゲオに譲り渡すことが最善であると判断し、事業の譲渡 

に関する最終契約を締結いたしました。 

 

２．会社分割の要旨  

（１）分割の日程  

分割契約承認株主総会基準日（当社） 平成 20 年３月 31 日（月）  

株式譲渡契約締結 平成 20 年５月 23 日（金）  

吸収分割契約締結 平成 20 年５月 23 日（金）  

分割契約承認株主総会（当社） 平成 20 年６月 17 日（火）  

分割の効力発生日 平成 20年 10 月 1 日（水）（予定）  

新会社株式の譲渡期日 平成 20年 10 月 1 日（水）（予定）  

 

（２）分割の方式  

当社を分割会社とし、当社が設立する新会社（「株式会社ＡＧスクエア」）を承継会社とする吸収分 

 割です。  

 

 



（３）割当株式数及び割当株式数の算定根拠等 

①割当株式数  

本分割に際し、新会社が発行する普通株式 60,000 株を当社に割当交付します。但し、本分割 

の効力発生日に当社が所有することとなる新会社の全株式を株式会社ゲオに譲渡する予定です。 

  ②割当株式数の算定根拠等 

   新会社は当社の完全子会社であり、かつ、新会社の発行する全部の株式を当社に割当交付する

いわゆる分社型吸収分割になります。 

よって、新会社が当社に割当交付する株式の数にかかわらず、本分割によって当社の純資産に

変動はないことから、当社と新会社との協議により割当株式数を 60,000 株といたしました。 

  ③算定の経緯・算定機関との関係 

   該当事項はありません。 

 

（４）分割により減少する資本金等  

本分割により減少する資本金等はありません。  

 

（５）分割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  

当社の新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権に代わるものとして承継会社の新株予約

約権を交付いたしません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務  

承継会社は、本分割の効力発生予定日である平成 20 年 10 月１日において、当社が運営するアミュ

ーズメント事業に関して、当社及び株式会社ゲオが合意する資産・負債及び契約上の地位等の権利義

務を承継する予定です。 

 

（７）債務履行の見込み  

本分割において、分割会社（当社）および承継会社（新会社）が負担する債務履行の見込みについ

ては、今後の事業展開等を勘案し、問題がないと判断しております。  

 

３．分割当事会社の概要                            （単位：百万円）  

（１）商 号 

 

株式会社トムス・エンタテインメント 

（分割会社） 

株式会社ＡＧスクエア 

（承継会社） 

（２）主要な事業内容 

 

アニメーション作品の企画・制作・ 

販売・配給および輸出、アミューズメ

ント施設の企画・開発・運営 

アミューズメント施設の企画・開発・ 

運営 

（３）設立年月 昭和21年10月22日 平成20年5月16日 

（４）本店所在地 東京都新宿区西新宿三丁目２番４号 東京都新宿区西新宿三丁目２番４号 

（５）代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長  

古賀 督徳 

代表取締役 

山田 克博 

（６）資本金の額 8,816百万円 10百万円 

（７）発行済株式数 44,153,101株 200株 

（８）純資産 15,008百万円（連結） 10百万円 

（９）総資産 18,960百万円（連結） 10百万円 

（10）事業年度の末日 3月31日 3月31日 

（11）従業員数 306名（連結） － 

（12）主要取引先 日本テレビ音楽、読売テレビ 未定 

（13）大株主および 

持株比率 

セガサミーホールディングス株式会社 

55.33％ 

日本テレビ放送網株式会社 4.52％ 

株式会社トムス・エンタテインメント 

100％ 

（14）主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 



 

資本関係 株式会社ＡＧスクエア（新会社、承継会社）は、株式会社トムス・

エンタテインメントが100％出資する子会社です（設立時）。 

人的関係 株式会社ＡＧスクエア（新会社、承継会社）の取締役及び監査役

を、当社取締役及び従業員が兼任いたします（設立時）。 

（15）当事会社間の 

関係等 

取引関係 現時点で取引の予定はありません。 

（注）株式会社トムス・エンタテインメントについては平成20年３月31日現在、株式会社ＡＧスクエア 

   については、平成20年５月16日（設立時）現在 

                                                          

（16）最近３年間の業績                 

                                                  

  （単位：百万円）

株式会社トムス・エンタテインメント（分割会社）（連結）  

決算期  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

売上高  16,157 15,592 14,970 

営業利益  1,689 1,602 880 

経常利益  1,741 1,601 862 

当期純利益  1,272 1,386 528 

１株当たり当期純利益（円） 29.14 32.57 12.43 

１株当たり配当金（円）  7.50 7.50 7.50 

１株当たり純資産（円）  322.8 346.93 353.66 

 

４．分割する事業部門の概要  

（１）分割する部門の事業内容  

アミューズメント事業 

 

（２）分割する部門の経営成績（平成20年３月期）                （単位：百万円）  

 アミューズメント事業(a) 当社 (b)  比 率(a／b)  

売上高 4,709 14,970 31.5％ 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成20年３月31日※）         （単位：百万円）  

資産  負債  

項目  帳簿価額  項目  帳簿価額  

流動資産 412 流動負債 550 

固定資産 1,676 固定負債 ― 

投資等 1,377 合計 550 

合計  3,466  

※本分割の効力発生予定日である平成20年10月１日において、当社及び株式会社ゲオが合意する資産・

負債及び契約上の地位等の権利義務が最終的に決定のうえ調整される予定であり、当該調整の結果、 

 上記見込値と変動する可能性があります。  

 

５．会社分割後の上場会社の状況  

（１） 商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、決算期、資本金  

いずれも本分割による変更はありません。  

 

（２） 事業内容  

アニメーション事業 

 

（３） 純資産、総資産（見込み）                       （単位：百万円）  

純資産 12,000 

総資産 15,000 



 

（４） 会計処理の概要  

本分割は共通支配下の取引として会計処理を行うため、のれんの発生は見込まれておりません。 

なお、本分割の効力発生日に、本分割により受け取る新会社株式を含む新会社の全株式を株式会社 

ゲオに譲渡することにより、特別利益が発生する予定です。 

 

６．事業譲渡の内容  

（１） 譲渡の方法  

当社のアミューズメント事業について、当社が、一旦新会社（株式会社ＡＧスクエア）を設立し、 

当社と新会社で本吸収分割契約を締結のうえ、当社アミューズメント事業を新会社に承継させるとと 

もに、本分割の効力発生日に、新会社の全株式を株式会社ゲオに譲渡することを予定しています。  

 

（２） 譲渡価額及び決済の方法  

譲渡価額： 3,450百万円  

平成20年３月末日における当社のアミューズメント事業に係る事業評価額をベースとしております。 

また現金による決済を予定しています。  

 

７．事業の譲渡先の概要 (平成20年３月31日現在) 

(１)  商号  株式会社ゲオ 

(２) 事業内容  メディア事業、アミューズメント事業、不動産事業 他 

(３) 設立年月  平成元年 1月 

(４) 本店所在地  愛知県春日井市如意申町五丁目 11番地の 3 

(５) 代表者の 役職・氏名  代表取締役社長：吉川 恭史 

(６)  資本金の額  8,592 百万円  

(７)  純資産（連結）  35,623 百万円 

(８)  総資産（連結）  124,182 百万円 

(９) 事業年度の末日  3 月 31 日 

（10）  従業員数  2,071 名 

（11）  大株主及び持株比率  遠藤 結蔵   15.96％ 

株式会社城蔵屋 7.71％ 

常興薬品株式会社 4.21％ 

（12）  当社との関係  資本関係、人的関係はありません 

 

（13） 最近事業年度における株式会社ゲオの経営成績(連結)                   （単位：百万円） 

決算期  平成18年３月期  平成19年３月期  平成20年３月期  

売上高  181,194 225,781 246,202 

営業利益  6,877 6,870 10,778 

経常利益  6,273 6,863 10,175 

当期純利益  5,593 5,600 2,747 

１株当たり当期純利益（円）  21,063.78 9,594.42 4,716.33 

１株当たり配当金（円）  4,200 2,300 2,400 

１株当たり純資産（円）  118,509.93 62,090.33 60,899.44 

 

８．譲渡後の業績への影響の見通し  

本譲渡後の業績への影響の見通しについては、 本日公表の「平成21年3月期通期（連結・個別） 

業績予想の修正及び特別利益の計上に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 

以上 

 


