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2020 年 10 月 19 日 

各 位 

会 社 名 株式会社エードット 

代 表 者 名 代表取締役社長 伊達 晃洋 

（コード番号：7063 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 三橋 秀一 

（TEL 03－6865－1320） 

 

 

連結子会社（株式会社 BIRDMAN）の株式取得（完全子会社化） 

及び完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

  当社は、本日開催の取締役会において、株式会社 BIRDMAN（以下、「BIRDMAN」といいます。）の代表取締

役であり同社の株主でもある築地良氏から、同氏の保有する当社の連結子会社である BIRDMAN の全株式を

2020 年 12 月 1 日付けで取得を予定し（以下、「本株式取得」という。）、完全子会社とした上で、2021 年 1

月 1 日を効力発生日（予定）として、株式会社カラス（以下、「カラス」といいます。）、株式会社噂（以下、

「噂」といいます。）、株式会社円卓（以下、「円卓」といいます。）、株式会社 Spark（以下、「Spark」とい

います。）、株式会社 arca（以下、「arca」といいます。）、BIRDMAN を吸収合併すること（以下、「本合併」

といいます。）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、本合併は本株式取得の実行を前提条件として効力が生じるものであり、当社完全子会社を対象と

して実施する簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

１． 株式取得及び合併目的 

当社ではこのたび、連結子会社６社を吸収合併することにより、営業・マーケティング・人材配

置及び管理部門業務を統合的に実行することで、当社の成長を一層加速させることを目的とするも

のであります。 

２． 株式取得の要旨 

（１）異動前の所有株式数 142 株（議決権の数：142 個、所有割合：71.00％） 

（２）取得株式数 58 株（議決権の数： 58 個、所有割合：29.00％） 

（３）取得価額 58 円 

（４）異動後の所有株式数 200 株（議決権の数：200 個、所有割合：100.00％） 

（５）株式取得日 2020 年 12 月 1 日（予定） 
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３． 合併の要旨 

（１） 合併の日程 

取締役会決議 2020 年 10 月 19 日 

合併契約締結日 2020 年 11 月 １日（予定） 

合併期日（効力発生日） 2021 年 １月 １日（予定） 

＊本合併は、当社においては、会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併に該当し、カラス、arca、

Spark、円卓、噂、BIRDMAN においては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、そ

れぞれ合併契約の承認に関する株主総会を開催いたしません。  

（２） 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、カラス、arca、Spark、円卓、噂、BIRDMAN は解散いた

します。 

（３） 合併に係る割当ての内容 

当社は、カラス、arca、Spark、円卓、噂、BIRDMAN の発行済み株式をすべて所有しているた

め、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

（４） 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 

該当事項はありません。 

 

４． 合併当事会社の概要（2020 年６月 30 日現在） 

 吸収合併存続会社 

(１)名 称 株式会社エードット 

(２)所在地 東京都渋谷区松濤１丁目５番３号 

(３)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 伊達 晃洋 

(４)事業内容 ブランディング業 

(５)資本金 355,858 千円 

(６)設立年月日 2012 年 7 月 26 日 

(７)発行済み株式数 2,444,000 株 

(８)決算期 6 月 30 日 

(９)大株主及び持株比率 伊達 晃洋                              

有限会社Ｔ                                

野村信託銀行株式会社（投信口）          

仲亀 敦                                

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)          

瓜生 健太郎                

ＢＮＹＭ ＲＥ ＢＮＹＭＬＢ ＲＥ ＧＰＰ ＣＬＩＥＮＴ ＭＯＮＥＹ ＡＮＤ ＡＳＳＥＴＳ ＡＣ  

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）  

株式会社ワンセンチュリーカンパニー      

中山 慶一郎                          

45.41％ 

12.27％ 

8.92％ 

2.92％ 

1.98％ 

1.53％ 

1.35％ 

1.30％ 

1.12％ 

1.00％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 2020 年 6 月期（連結）  

純資産 428,240 千円  

総資産 1,388,341 千円  

1 株あたり純資産 175.20 円  
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売上高 2,121,035 千円  

営業利益又は営業損失（△） △74,568 千円  

経常利益又は経常損失（△） △88,834 千円  

親会社株主に帰属する当期純利

益又は当期純損失（△） 
△591,342 千円 

１株当たり当期純利益又は当期

純損失（△） 
△246.02 円 

 

 吸収合併消滅会社（１） 吸収合併消滅会社（２） 吸収合併消滅会社（３） 

(1)名 称 株式会社カラス 株式会社噂 株式会社円卓 

(2)所在地 
東京都渋谷区松濤１丁目

５番３号 
同左 同左 

(3)代表者の役

職・氏名 

代表取締役社長 

牧野 圭太 

代表取締役社長 

長谷川 哲士 

代表取締役社長 

戴
タイ

 蓉婧
ヨウセイ

 

(4)事業内容 クリエイティブサービス業 バズサービス業 
クロスボーダー・ 

ブランディングサービス業 

(5)資本金 2,000 千円 2,000 千円 7,770 千円 

(6)設立年月日 2016 年 8 月 19 日 2016 年 12 月 26 日 2016 年 12 月 26 日 

(7)発行済み株

式数 
200 株 200 株 777 株 

(8)決算期 6 月 30 日 同左 同左 

(9)大株主及び

持株比率 
株式会社エードット 100％ 株式会社エードット 100％ 株式会社エードット 100％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 2020 年 6 月期 2020 年 6 月期 2020 年 6 月期 

純資産 70,953 千円 28,398 千円 19,934 千円 

総資産 151,395 千円 30,716 千円 36,354 千円 

1 株あたり純資産 354,767.64 円 141,994.09 円 25,655.75 円 

売上高 400,631 千円 45,875 千円 123,655 千円 

営業利益又は営

業損失（△） 
57,900 千円 1,749 千円 7,014 千円 

経常利益又は経

常損失（△） 
57,956 千円 3,750 千円 6,406 千円 

当期純利益又は

当期純損失（△） 
38,563 千円 2,708 千円 4,906 千円 

１株当たり当期

純利益又は当期

純損失（△） 

192,816.79 円 13,543.15 円 6,314.18 円 
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 吸収合併消滅会社（４） 吸収合併消滅会社（５） 吸収合併消滅会社（６） 

(1)名 称 株式会社 Spark 株式会社 arca 株式会社 BIRDMAN 

(2)所在地 
東京都渋谷区松濤１丁目

５番３号 
同左 同左 

(3)代表者の役

職・氏名 

代表取締役社長 

永田 謙介 

代表取締役社長 

 愛沙子 

代表取締役社長 

築地 良 

(4)事業内容 人材サービス業 ブランディングサービス業 クリエイティブサービス業 

(5)資本金 8,880 千円 10,000 千円 10,000 千円 

(6)設立年月日 2018 年 4 月 2 日 2019 年 10 月 29 日 2004 年 10 月 27 日 

(7)発行済み株

式数 
888 株 1,000 株 200 株 

(8)決算期 6 月 30 日 同左 同左 

(9)大株主及び

持株比率 
株式会社エードット 100％ 株式会社エードット 100％ 

株式会社エードット 71％ 

築地 良      29％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 2020 年 6 月期 2020 年 6 月期 2020 年 6 月期 

純資産 19,357 千円 21,100 千円 174 千円 

総資産 26,979 千円 28,775 千円 145,270 千円 

1 株あたり純資産 21,798.87 円 21,100.64 円 874.99 円 

売上高 56,518 千円 23,638 千円 242,499 千円 

営業利益又は営

業損失（△） 
10,408 千円 15,705 千円 △105,708 千円 

経常利益又は経

常損失（△） 
10,486 千円 15,706 千円 △93,105 千円 

当期純利益又は

当期純損失（△） 
7,855 千円 11,100 千円 △94,723 千円 

１株当たり当期

純利益又は当期

純損失（△） 

8,846.12 円 11,100.64 円 △473,617.22 円 

 

５． 本合併の存続会社の状況 

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更は

ありません。 

 

６． 今後の見通し 

本合併が当社の業績に与える影響については現在精査中であり、精査が完了次第、改めてお知ら

せします。 
 

以 上 

（参考）当期連結業績予想（2020 年８月 14 日公表分）及び前期連結実績 

 

連結売上高 
連結営業利益又は 

連結営業損失（△） 

連結経常利益又は 

連結経常損失（△） 

親会社株主に帰属する

当期純利益又は 

当期純損失（△） 

当期業績予想 

（2021 年６月期） 

百万円 

2,857 

～3,152 

百万円 

52 

～209 

百万円 

49 

～206 

百万円 

45 

～127 

前期実績 

（2020 年６月期） 
2,121 百万円 △74 百万円 △88 百万円 △591 百万円  

 


