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平成27年３月26日 

各 位 

 

ウェルス・マネジメント株式会社 
 代表者 代表取締役社長 千 野 和 俊 
（コード番号:3772 東証マザーズ） 
問合せ先 管理本部 グループ長 木村 健太郎 
（ 電 話 番 号  03- 6 6 6 1 - 9 3 1 1） 

 
 

金融アドバイザリー事業からの撤退、子会社（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社）の異動 

（株式譲渡）及び特別利益の発生に関するお知らせ 

 

当社は、平成27年３月26日開催の取締役会において、当社連結子会社であるリシェス・マネジメント株式

会社（以下、「RIC 社」といいます。）が、同社子会社（当社孫会社）である「グローバル インベストメント 

マネジメント株式会社」（以下、「GIM 社」といいます。）の全株式を NK グローバル株式会社（所在地：大阪市

浪速区、代表者：上田 恵）に譲渡すること（以下、「本株式譲渡」といいます。）、並びに当社グループが金融

アドバイザリー事業から撤退することをそれぞれ決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 異動を決定した子会社の概要： 

名 称 リシェス・マネジメント株式会社 

所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル33階 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 千野 和俊 

事業内容 不動産及び不動産関連金融商品への投資に関するアセットマネジメント業務等

資本金 30,000千円 

（注）、GIM社は、RIC社の完全子会社でありますので、当社孫会社にあたります。 

 

２．事業撤退及び本株式譲渡の理由  

当社グループは、現在、新聞・出版事業、広告・IR 事業、不動産金融事業、金融アドバザリー事業の４事

業を展開しておりますが、金融アドバイザリー事業を展開する当社連結子会社 GIM 社の株式を、NK グローバ

ル株式会社に譲渡することといたしました。 

当社グループは、当社と RIC 社との株式交換契約（効力発生日：平成 25 年７月１日）により、新たに当社

グループの事業セグメントに加わった不動産金融事業、金融アドバイザリー事業と、当該株式交換契約以前よ

り展開する新聞・出版事業、広告・IR 事業との事業シナジーを追及してまいりましたが、金融アドバイザ

リー事業においては顧客層の開拓やサービスラインナップの拡充などの事業基盤の立ち上げが遅れており、平

成 27 年３月期第３四半期において、33 百万円の営業損失を計上しております。一方、不動産金融事業は、同

四半期において116百万円の営業利益を計上するなど、当社グループの主力事業となっております。 

当社グループ各社は小規模な人員体制で事業を展開していることも踏まえ、限りある経営資源を有効活用す

るためには、不動産金融事業を中心とした他の事業に集中していくことが必要であるとの判断をいたしました。

そのため、現段階において、当社グループの中核事業ではなく、且つ、事業基盤の立ち上げが遅れている金融

  



- 2 - 

 

アドバイザリー事業の売却を含めた再編を平成 27 年１月下旬より検討していたところ、NK グローバル株式会

社より GIM 社の全株式の引受に係る申し出があったことから、RIC 社は同社に対して GIM 社の全株式譲渡する

ことを決定いたしました。 

NK グローバル株式会社は関西地域を基盤として投資用不動産の仲介業を中心に、同地域での安定した顧客

基盤を有しております。同社は、業容拡大の一環として不動産信託受益権等の取扱いを以前より検討しており、

すでに大阪市内の不動産でアセットマネジメントの業務等を行っているRIC社とも良好な関係を築いているこ

とから、本株式譲渡において同社との協力関係をより一層強化できると考えております。 

本株式譲渡により、当社グループは、事業の選択と集中を図り、経営資源を集中させ最大限効率的に活用す

ることで、事業基盤の安定化及び業績回復を図り、持続的な成長を目指してまいります。 

 

３．撤退する事業の概要 

 (1)金融アドバイザリー事業の内容 

当社グループの金融アドバイザリー事業は、主に富裕層に対する資産運用や資産管理等のサービスを提

供しております。本事業は、GIM 社にて実施していたことから、本株式譲渡により、当社グループは金融

アドバイザリー事業から撤退いたします。 

 

(2)金融アドバイザリー事業の経営成績 

 （平成26年３月期通期） 

（単位：千円） 

 金融アドバイザリー事業(a)
平成26年３月期通期 

連結実績(b) 
比率(a/b) 

売上高 108,557 837,128 13.0％ 

売上総利益 107,958 572,772 18.9％ 

営業利益 26,276 21,129 124.4％ 

経常利益 25,614 14,605 175.4％ 

（注）「金融アドバイザリー事業(a)」にはGIM社単体の平成25年７月から平成26年3月までの９か月分間の損益を、

「平成26年3月期通期連結実績（b）」にはRIC社とGIM社の平成25年７月から平成26年3月までの9か月間の

損益を取り込んだ連結損益を記載しております。これは、当社とRIC社との平成25年７月1日付株式交換契約の

効力発生により、平成26年3月期第2四半期連結期間よりRIC社とGIM社を当社連結財務諸表の連結範囲に含め

たことによるものであります。 

 

 【参考情報】（平成27年３月期第３四半期累計期間） 

（単位：千円） 

 金融アドバイザリー事業(a)
平成27年３月期第３四半期

累計連結実績(b) 
比率(a/b) 

売上高 9,687 919,380 1.1％ 

売上総利益 9,080 446,520 2.0％ 

営業利益 ▲33,249 ▲112 － 

経常利益 ▲33,368 ▲18,756 － 
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 (3)金融アドバイザリー事業の資産、負債の項目及び金額 

（平成26年3月期通期） 

（単位：千円） 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 99,149 流動負債 71,850 

固定資産 3,965 固定負債 － 

合 計 103,114 合 計 71,850 

（注）１．流動資産の内訳は、普通預金93,325千円、売掛金1,939千円、前払費用1,032千円、繰延税金資産2,851

千円であります。 

２．固定資産の内訳は、器具備品（純額）2,918千円、その他1,046千円であります。 

３．流動負債の内訳は、短期借入金40,000千円、未払金29,529千円、預り金1,415千円、その他905千円であ

ります。 

 

 (4)金融アドバイザリー事業に属する従業員及び資産等の取扱い 

   ①金融アドバイザリー事業に所属する現従業員は、当社グループの他の会社に所属する役職員が出向

しております。本株式譲渡後の出向の継続については、RIC 社と NK グローバル社との協議を経て決

定予定であります。 

   ②本株式譲渡日において金融アドバイザリー事業で有する資産等は、NK グローバル社に譲渡いたしま

す。 

 

４．譲渡価額及び決済方法 

   譲渡価額：58百万円 

   決裁方法：現金決済 

    

５．異動する孫会社（GIM社）の概要 

（平成27年２月28日現在） 

（1）名称 グローバル インベストメント マネジメント株式会社 

（2）所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 千野  和俊 

（4）事業内容 金融アドバイザリー事業 

（5）資本金 10,000千円 

（6）設立年月日 平成18年９月７日 

（7）大株主及び持株比率 リシェス・マネジメント株式会社 100.0％ 

（8）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 
当社の子会社は、当該会社の発行済株式総数の

100.0％を所有しております。 

人的関係 
当社取締役及び執行役員が当該会社取締役及び監

査役を兼務しております。 

取引関係 
当社は、当該会社との間で「経営管理及び業務の

提供に関する契約書」を締結しております。 

関連当事者への該当

状況 

当該会社は、当社子会社であり、関連当事者に該

当しております。 
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（9）当該会社の最近３年間の財政状態及び経営成績 

決算期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 

純資産（百万円） △9 19 31 

総資産（百万円） 39 71 103 

１株当たり純資産（円） 46,098.74 95,281.09 157,341.51 

売上高（百万円） - 71 114 

営業利益（百万円） △44 28 11 

経常利益（百万円） △44 28 10 

当期純利益（百万円） △44 28 12 

１株当たり当期純利益(円) △222,303.75 141,379.83 62,060.42 

１株当たり配当金（円） 0 0 0 

（注）当社とRIC社との平成25年７月1日付株式交換契約の効力発生により、平成26年3月期第2四半期連結期間よ

りRIC社とGIM社を当社連結財務諸表の連結範囲に含めておりますが、「（9）当該会社の最近３年間の財政状態及

び経営成績」の平成26年3月期ではGIM社単体の平成25年４月から平成26年3月までの12か月間の値を記載

しております。 

 

６．本株式譲渡の相手先の概要                    （平成27年２月28日現在、特記している項目を除く） 

（1）名称 NKグローバル株式会社 

（2）所在地 大阪市浪速区久保吉一丁目２番７号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 上田 恵 

（4）事業内容 
不動産業務―大阪府知事（２） 第53765号 

海外企業のコンサルティング及び業務代行 等 

（5）資本金 30,000千円 

（6）設立年月日 平成18年12月１日 

（7）純資産 35,176千円（平成26年11月30日現在） 

（8）総資産 144,896千円（平成26年11月30日現在） 

（9）大株主及び持株比率 上田 恵  100.0％ 

（10）上場会社と当該会社 

の関係 

資本関係 該当事項はございません。 

人的関係 該当事項はございません。 

取引関係 該当事項はございません。 

関連当事者への

該当状況 
該当事項はございません。 

 

７．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 

200株 

（議決権の数：200個） 

（議決権所有割合：100.0%） 

（2）譲渡株式数 200株 

（3）譲渡価額 58百万円 

（4）異動後の所有株式数 

0株 

（議決権の数：0個） 

（議決権所有割合：0.0%） 
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８．日程 

取締役会決議日      平成27年３月26日 

譲渡契約締結日      平成27年３月26日（予定） 

株式譲渡日 平成27年３月31日（予定） 

 

９．会計処理の概要 

 本株式譲渡に伴う子会社株式の売却益として25百万円を特別利益に計上予定であります。 

 

10．今後の見通し 

当期の連結業績において特別利益25百万円が発生する見通しであります。 

来期の連結業績見通しについては、平成27年3月期通期決算短信（平成27年５月開示予定）の通期連結業

績予想において、開示いたします。 

なお、本株式譲渡に伴い、平成 28 年３月期第１四半期連結会計期間より GIM 社は当社連結財務諸表の連結

範囲から除外されることとなります。 

 

以 上 

（参考） 当期連結業績予想（平成27年３月26日公表分）及び前期連結実績 
（単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

当期連結業績予想 

（平成27年３月期通期） 1,181 △58 △24 8

前期連結実績 

（平成26年３月期通期） 837 21 14 22
（注）上記の内、当期連結業績予想は平成27年３月26日現在において入手可能な情報に基づき作成し公表したものであります。

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 


