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会社分割（新設分割）による持株会社制への移行に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年５月28日開催の取締役会において、平成22年７月１日を期して、下記のとおり、当社の運営

するブライダルジュエリー事業を会社分割（新設分割）により、新たに設立する株式会社バージンダイヤモンド・

ジャパンに承継し、当社は純粋持株会社へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

また、現在の株式会社サハダイヤモンドは、商号変更を行わずに持株会社となり、引き続き上場を維持する予

定であります。 

 なお、本会社分割（新設分割）につきましては、平成22年６月29日開催予定の当社第45回定時株主総会におい

て承認されることを条件としております。 

 

記 
 
１. 会社分割の目的 

当社は、ダイヤモンドを主力商品とした数々の宝飾品を販売してまいりましたが、平成20年度に作成した３年

の事業計画に基づいて、その販売チャネルを卸売業から小売業にシフトして、店舗におけるブライダルジュエリ

ーの販売及び当社子会社株式会社バージンダイヤモンドにおけるインターネットを通じてのファッションジュ

エリー販売並びに当社海外子会社公開型株式会社サハダイヤモンド（ロシア）の原石販売を中心として積極的な

業務運営を推進しております。 

しかしながら、当社の属する宝飾業界を取り巻く環境は、消費マインドの急激な落ち込みに加え、価格競争も

激化しており、大変厳しい経営環境となっております。 

こうした経営環境の中、当社は、本年度が卸売業から小売業にシフトして、３年目の節目の年となり、当社の

ブライダルジュエリー事業では、経営の効率化を図るため、２店舗を残してあとは閉鎖し、現在、ブライダルリ

ング専門の直営店舗バージンダイヤモンド銀座本店、名古屋本店を中心として「バージンダイヤモンド」という

ブランドに商品、店舗、接客サービスの全てを高いレベルで融合させてブランド展開を行い、一層販売を強化し

ているものの、平成16年３月期より継続的な純損失を計上しております。 

このような状況により、当社は、当社グループの経営状態を鑑み、現在の業態を精査、検討した結果、スピー

ディーなコスト削減及びさらなる経営の効率化を図り、各事業会社における企業収益が確保できる体制の構築と

改善の実施が早急に必要不可欠であるとの判断に至りました。 

今般、ブライダルジュエリー事業を新設する株式会社バージンダイヤモンド・ジャパンに承継させ、会社分割

することにより、当社グループにおいて、各事業会社の独立性を高め、収益責任を明確化させるとともに、それ

ぞれの事業領域に合わせた急速な事業環境の変化の対応が可能となり、各事業会社における売上高の拡大と当社

グル－プ期末決算の早期黒字転換を目指し、持株会社体制に移行することとします。 

 なお、当社グループが今後の成長戦略を支える経営体制として持株会社に移行する目的は以下のとおりであり

ます。 

(１)グループ経営機能とコーポレートガバナンスの強化 

当社グループの経営戦略機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定、業務執行の迅速化を実現して

グループ経営機能の強化を図ってまいります。 

また、持株会社と事業会社の役割と責任を明確にすることで、意思決定と業務執行プロセスの透明性を高めて

グループ全体のコーポレートガバナンスを強化してまいります。 

会 社 名  株式会社サハダイヤモンド 

代表者名  代表取締役社長 今野 康裕 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８９８） 

問合せ先   

 役職・氏名 取締役ブライダルジュエリー事業部長

 亀井 晃 
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(２)意思決定機能の迅速化 

持株会社はグループ全体の戦略立案・推進と経営監督に集中し、グループ経営全体の意思決定の迅速化を図り

ます。このような体制の中、最適な人材配置と経営人材の育成、間接部門の効率化にも取り組んでまいります。 

 

(３)機動的な企業再編・組織再編の推進 

純粋持株会社制を採用することにより、グループ内の事業再編、組織再編など経営構造変革のスピードアップ

を図ります。さらに、事業会社間の独立性が高まる体制により、従来よりも積極的な企業再編や戦略的な業務提

携などの推進が可能になるものと考えております。 

 

２. ブライダルジュエリー事業に係る会社分割の要旨 

(１)分割の日程 

  新設分割計画決定取締役会       平成22年５月28日（金） 

  新設分割承認株主総会         平成22年６月29日（火）（予定） 

新設分割の予定日（効力発生日）    平成22年７月１日 （木）（予定） 

 

(２)分割方式 

当社を分割会社として、新設する新設分割設立会社に事業を承継させる新設分割（物的分割）です。 

 

(３)株式の割当 

新設分割設立会社が発行する株式は、すべて分割会社である当社に割り当てます。 

 

(４)分割交付金 

分割交付金はありません。 

 

(５)分割により減少する資本金等 

本件分割により減少する資本金等はありません。 

 

(６)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 

当社は、新株予約権を発行しておりますが、この取扱いに変更ありません。 

なお、当社は、新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

(７)承継会社（新設分割設立会社）が承継する権利義務 

新設分割設立会社が当社から承継する権利義務は、新設分割計画書に別段の定めがあるものを除き、分割期日

におけるブライダルジュエリー事業の営業に関する一切の資産・負債及びこれに付随する権利義務、契約上の地

位とします。 

また、当社から新設分割設立会社への債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。 

 

(８)債務履行の見込み 

当社及び新設分割設立会社において、本件分割後の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、また、本件

分割後に負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予定されておりません。 

したがって本件分割後においても、当社及び新設分割設立会社の負担すべき債務について履行の見込みがある

ものと判断しております。 
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３. 分割当事会社の概要 

(１)商号 

 

株式会社サハダイヤモンド 

（分割会社） 

株式会社バージンダイヤモンド・ジャパン

（承継会社）（新設子会社） 

(２)事業内容 
ダイヤモンドの研磨、貴石、輸出入及び販

売及びブライダルジュエリー事業等 

ブライダルジュエリー事業、ダイヤモン

ド、貴石、輸出入及び販売等 

(３)設立年月日 昭和40年５月24日 平成22年７月１日（予定） 

(４)本店所在地 東京都墨田区千歳三丁目12番７号 東京都墨田区千歳三丁目12番７号 

(５)代表者の役職・ 

氏名 
代表取締役社長 今野 康裕 代表取締役社長 今野 康裕 

(６)資本金の額 2,459百万円  100百万円 （予定） 

(７)発行済株式総数 141,633,802株 2,000株  （予定） 

(８)純資産 2,481百万円 （個別）  562百万円 （予定） 

(９)総資産 2,620百万円 （個別） 592百万円 （予定） 

(10)事業年度の末日 ３月31日 ３月31日 

(11)従業員数 23名 13名   （予定） 

(12)主要取引先 一般顧客 一般顧客 

(13)大株主及び持株

比率 

宗教法人慈照会               12.27% 

森田 久                  4.19% 

(株)ゴールドリンク・エナジー・ジャパン 4.07% 

中村 義巳                            3.90% 

MLPFS CUSTODY ACCOUNT                  3.48% 

株式会社サハダイヤモンド100.00% 

(14)主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行、りそな銀行 三菱東京UFJ銀行 

資本関係 承継会社は分割会社の100％出資子会社です。 

人的関係 承継会社は分割会社より役員を受け入れる予定です。 

取引関係 
承継会社は分割会社に対する経営指導料、業務委託料が

発生します。 

(15)当事会社間の関

係等 

  
関連当事者への 

該当状況 

承継会社は分割会社の100％出資子会社であるため関連

当事者に該当します。 

(16)分割会社の最近３年間の業績（連結）  

決算期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

売上高   3,372百万円 2,484百万円 977百万円

営業利益  △1,388百万円 △1,782百万円 △967百万円

経常利益  △1,553百万円 △2,300百万円 △977百万円

当期純利益 △4,975円 △2,688百万円 △1,298百万円

1株当たり当期純利益 △256.23円 △92.47円 △12.16円

1株当たり配当金 ― 円 ― 円 ― 円

1株当たり純資産  224.43円 44.02円 14.52円

 

４. 分割する事業部門の概要 

(１) 分割する事業部門の内容 

当社が営むブライダルジュエリー事業 

 

(２)分割する部門の経営成績                              （単位：百万円） 

 
分割事業部門 

（a） 

当社平成22年３月期実績（個別）

（b） 
比  率(a/b)

売上高 228 364 62.6％

売上総利益 108 58 186.2％

営業利益 △265 △677 ― ％

経常利益 △265 △741 ― ％
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 (３)分割する資産、負債の項目及び金額（平成22年３月31日現在） 

資   産 負   債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

流動資産 495百万円 流動負債 30百万円

固定資産 97百万円 固定負債 ― 百万円

合  計 592百万円 合  計 30百万円

(注)分割する資産及び負債の金額は、平成22年３月31日現在の貸借対照表に基づいて算出したものであり、実際

に分割する資産及び負債の金額とは異な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  株式会社サハダイヤモンド 

(２)事業内容 事業会社の支配、管理及び当社グループにおける事業開発等 

(３)本店所在地 東京都墨田区千歳三丁目12番７号 

(４)代表者の役職・氏名  代表取締役社長 今野 康裕 

(５)資本金の額  2,459百万円 

(６)純資産  2,481百万円（連結）（予定） 

(７)総資産  2,589百万円（連結）（予定） 

(８)事業年度の末日  ３月31日 

 

６. 今後の見通し 

本件分割により設立する新設分割設立会社は、当社の100％子会社であるため連結業績に直接的な影響はない

ものの、経営の効率化が反映されることにより、それぞれの事業領域に合わせた急速な事業環境の変化の対応が

可能となり、事業拡大を一層加速させることができると考えております。 

なお、今回の会社分割（新設分割）による持株会社制への移行における業績予想への影響については、現在、

精査中であり未確定のため、確定次第お知らせいたします。 

 

以 上 
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（ご参考） 

グル－プ全体の新組織体制 

 

（持株会社） 

 

                         新設分割 

                            

（連結子会社） 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社サハダイヤンド 

 
株式会社バージンダイヤモンド 

 
公開型株式会社サハダイヤモンド 

（ロシア連邦サハ共和国） 

 
株式会社バージンダイヤモンド・ジャパン

 


