
 
2020年 10月 29日 

各 位 

会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス 
代表者名 代表取締役社長 米田 光宏 

（コード番号：6551 東証第一部） 
問合せ先 取締役  経営企画本部長 片岡 伸一郎 

（TEL. 03-3501-0279） 
 
 

当社グループにおける組織再編（完全子会社間の合併）に関するお知らせ 
 
 
当社は、2020年 10月 29日開催の取締役会において、グループ内における組織再編につ

いて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、本合併は完全子会社
間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。 

 
記 

 

Ⅰ．組織再編の目的および内容 
当社はこれまで、全 12 の各事業会社を 3 つのセグメント（「HR-management」「Media

＆Technology」「Staffing」）に分類し、企業の採用業務を一気通貫でサポートする体制を構
築・運営してまいりました。 
昨今のマーケットやお客様からの要望の変化に対し、より迅速かつ柔軟に対応すべく、今

回事業会社間の枠を取り払い、サービスを軸とする事業再編の実施を取り決めました。経営
資源や各社のノウハウの集中と共有による生産性向上、ひいてはグループシナジーの発揮
を目的としたグループ内組織再編となります。 
事業会社をツナグブランドに統一し、「人材募集支援」（株式会社ツナグ・マッチングサク

セスを新設：ユメックス株式会社による株式会社インディバルの吸収分割）、「採用業務支援」
（株式会社ツナグ・ソリューションズ）、「人員確保支援」（株式会社ツナグ・スタッフィン
グを新設：株式会社スタープランニングによる株式会社スタッフサポーターの吸収合併）、
「従業員定着・活躍支援」（株式会社テガラミル）「雇用改革・採用改革支援」（株式会社ツ
ナググループ・イノベーションズを新設：株式会社インディバルによる Regulus 
Technologies株式会社の吸収合併）、「採用全般のコンサルティング支援」（株式会社ツナグ
グループ・マーケティング：株式会社 asegoniaによる株式会社ツナググループ・マーケテ



ィングの吸収合併）の６つのサービス軸により、一気通貫サービスの強化・深化をはかりま
す。当該組織再編の具体的内容は次のとおりとなります。 

 
（１） 吸収分割 
ユメックス株式会社による株式会社インディバルの吸収分割 

（２）吸収合併 
① 株式会社スタープランニングによる株式会社スタッフサポーターの吸収合併 
② 株式会社インディバルによる Regulus Technologies株式会社の吸収合併 
③ 株式会社 asegoniaによる株式会社ツナググループ・マーケティングの吸収合併 

 
Ⅱ．吸収分割の概要 

１．吸収分割の要旨 
（１）吸収分割の日程 

臨 時 株 主 総 会 承 認 日 
※ ユ メ ッ ク ス 株 式 会 社 

2020年 11月 18日（予定） 

会 社 分 割 契 約 締 結 日 2020年 11月 19日（予定） 
分 割 効 力 発 生 日 2021年１月１日（予定） 

（注）本分割について、分割会社である株式会社インディバルでは、会社法第 784
条第２項に定める簡易吸収分割に該当するため、株主総会による承認を得ず
に行う予定です。なお、株式会社インディバルは取締役会非設置会社である
ため、取締役過半数の承認決議を 2020年 11月 19日付で行う予定です。 

 
（２）分割方式 

株式会社インディバルを分割会社とし、ユメックス株式会社を承継会社とする吸収 
分割方式とします。なお、本分割は、株式会社ツナググループ・ホールディングス
の連結子会社間での吸収分割となります。 

 
（３）分割に係る割当ての内容 

本分割に係る対価は、承継資産及び承継負債を鑑み、関係当事者協議の上決定し、
会社法上必要な承認手続きを 2020年 11月 19日までに実施する予定です。 

 
（４）本分割により分割又は承継する事業部門の概要 

本分割により分割又は承継する事業は、分割会社が運営する求人サービス「シフト
ワークス」事業となります。 

 
（５）吸収分割当事会社の概要 



   （2020年 10月 29日現在） 
    吸収分割承継会社 吸収分割会社 

名称 ユメックス株式会社 株式会社インディバル 
所在地 東京都三鷹市下連雀三丁目 35番

１号 
東京都千代田区有楽町一丁目１
番３号 

代表者の役職及
び氏名 

代表取締役社長 後藤 一重 代表取締役社長 渡邉 英助 

事業内容 広告代理その他広告に関する業
務及びインターネットを利用し
た求人・求職サイトの運営等 

インターネットを利用した求
人・求職サイトの運営等 

資本金 20百万円 50百万円 
設立年月日 1979年 10月 18日 2015年３月 31日 
決算期 ９月 30日 ９月 30日 
大株主及び持株
比率 

当社 100％ 当社 100％ 

 （注）分割会社（株式会社インディバル）については、2021 年１月１日付で、Regulus 
Technologies株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号を変更する予
定です。詳細については、下記「Ⅲ．吸収分割の概要」をご参照ください。 

 
（６）吸収分割後の状況 

名称 株式会社ツナグ・マッチングサクセス 
※2021年１月１日付で「ユメックス株式会社」から商号変更予定 

本店所在地 東京都三鷹市下連雀三丁目 35番１号 
代表者 代表取締役 上林 時久 

社長執行役員 白井 清次 
※2021年１月１日付で就任予定 

事業内容 広告代理その他広告に関する業務及びインターネットを利用した
求人・求職サイトの運営等 

資本金 20百万円 
大株主及び持株
比率 

当社 100％ 

 
（７）今後の見通し 

      本分割による連結業績に与える影響は軽微であります。 
 
Ⅲ．吸収合併の概要 



  １．株式会社スタープランニングによる株式会社スタッフサポーターの吸収合併 
（１）吸収合併の要旨 
①合併の日程 
吸収合併承認取締役会（存続会社） 2020年９月24日 
吸収合併承認株主総会（消滅会社） 2020年９月24日 
吸収合併契約の締結 2020年９月24日 
吸収合併効力発生日 令和２年11月１日（予定） 

（注）本合併について、存続会社である株式会社スタープランニングでは、会社法第7 
96条第２項に定める簡易吸収合併に該当するため、株主総会による承認を得ず
に行っております。 

  
②合併方式 
株式会社スタープランニングを吸収合併存続会社とし、株式会社スタッフサポータ
ーを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とし、株式会社スタッフサポーターは解
散いたします。 

 
③合併に係る割当ての内容 
本合併は、当社の連結子会社同士の合併のため、吸収合併に際して、存続会社株式
その他財産の割当てはありません。 

 
④合併当事会社の概要（2020年10月29日現在） 

 存続会社 消滅会社 
商号 株式会社スタープランニング 株式会社スタッフサポーター 
本店所在地 福島県郡山市字山﨑 

２０９―１ 
ステイトビル１階 

東京都千代田区有楽町 
一丁目１番３号 

代表者 代表取締役社長 菊地 元太 代表取締役社長 石橋  弘二 
事業内容 労働者派遣事業及び有料職業

紹介事業等 
有料職業紹介事業等 

資本金 45百万円 62百万円 
設立年月日 2000年12月５日 2016年８月２日 
決算期 ９月30日 ９月30日 
大株主及び 
持株比率 

当社100％ 当社100％ 

 
⑤合併後の状況 



商号 株式会社ツナグ・スタッフィング 
※2021年１月１日付で、「株式会社スタープランニング」から 
商号変更予定 

本店所在地 福島県郡山市字山﨑２０９―１ステイトビル１階 
代表者 代表取締役 上林 時久 

社長執行役員 石橋 弘二 
※2021年１月１日付で就任予定 

事業内容 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業等 
資本金 45百万円 
大株主及び 
持株比率 

当社100％ 

 
２．株式会社インディバルによるRegulus Technologies株式会社の吸収合併 
（１）吸収合併の要旨 

①合併の日程 
吸収合併契約の締結 2020年10月29日 
吸収合併承認株主総会 2020年10月29日 
吸収合併効力発生日 2021年１月１日（予定） 

（注）本合併について、存続会社である株式会社インディバルでは、会社法第 796条第
２項に定める簡易吸収合併に該当するため、株主総会による承認を得ずに行う予
定です。なお、株式会社インディバルは取締役会非設置会社であるため、取締役
過半数の承認決議を 2020年 10月 22日付で行っております。 

 
②合併方式 
株式会社インディバルを吸収合併存続会社とし、Regulus Technologies株式会社を
吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とし、Regulus Technologies株式会社は解散
いたします。 

 
③合併に係る割当ての内容 
本合併は、当社の連結子会社同士の合併のため、吸収合併に際して、存続会社株式
及びその他財産の割当てはありません。 

 
④合併当事会社の概要（2020年10月29日現在） 

 存続会社 消滅会社 
商号 株式会社インディバル Regulus Technologies株式会社 
本店所在地 東京都千代田区有楽町一丁目 東京都千代田区有楽町一丁目 



１番３号 １番３号 
代表者 代表取締役社長 渡邉 英助 代表取締役社長 伊藤 翼 
事業内容 インターネットを利用した求

人・求職サイトの運営等 
ソフトウェアの企画、開発、販売
等 

資本金 50百万円 31百万円 
設立年月日 2015年３月31日 2016年12月13日 
決算期 ９月30日 ９月30日 
大株主及び 
持株比率 

当社100％ 当社100％ 

 
⑤合併後の状況 
商号 株式会社ツナググループ・イノベーションズ 

※2021年１月１日付で、「株式会社インディバル」から 
商号変更予定 

本店所在地 東京都千代田区神田三崎町三丁目１番16号 
※2021年１月１日付で、本店所在地変更予定 

代表者 代表取締役 渡邉 英助 
社長執行役員 岡  誠司 
※2021年１月１日付で就任予定 

事業内容 インターネットを利用した求人・求職サイトの運営及び各種シ
ステム、ソフトウェアおよびインターネットホームページの企
画、開発、設計、販売、使用許諾、保守、管理およびこれらの
仲介業等 

資本金 50百万円 
大株主及び 
持株比率 

当社 100％ 

 
 

３．株式会社asegoniaによる株式会社ツナググループ・マーケティングの吸収合併 
（１）吸収合併の要旨 

①合併の日程 
吸収合併承認株主総会（消滅会社） 2020年11月17日（予定） 
吸収合併契約の締結 2020年11月19日（予定） 
吸収合併効力発生日 2021年１月１日（予定） 

（注）本合併について、存続会社である株式会社asegoniaでは、会社法第796条第２項 
に定める簡易吸収合併に該当するため、株主総会による承認を得ずに行う予定



です。なお、株式会社asegoniaは取締役会非設置会社であるため、2020年11月
19日付で取締役の決定を行う予定であります。 

 
②合併方式 
株式会社asegoniaを吸収合併存続会社とし、株式会社ツナググループ・マーケティン
グを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とし、株式会社ツナググループ・マーケテ
ィングは解散いたします。 

 
③合併に係る割当ての内容 
本合併は、当社の連結子会社同士の合併のため、吸収合併に際して、存続会社株式
及びその他財産の割当てはありません。 

 
④合併当事会社の概要（2020年10月29日現在） 

 存続会社 消滅会社 
商号 株式会社asegonia 株式会社ツナググループ・マー 

ケティング 
本店所在地 東京都千代田区有楽町一丁目

１番３号 
東京都千代田区有楽町一丁目 
１番３号 

代表者 代表取締役社長 井上 義設 代表取締役社長 久米 喜代司 
事業内容 有料職業紹介事業等 採用代行業（媒体発注や応募受

付など採用活動全体または部分
的な業務代行）等 

資本金 61百万円 10百万円 
設立年月日 2013年６月21日 2019年10月１日 
決算期 ９月30日 ９月30日 
大株主及び 
持株比率 

当社 100％ 当社 100％ 

 
⑤合併後の状況 
商号 株式会社ツナググループ・マーケティング 

※2021年１月１日付で、「株式会社asegonia」から商号変更予定 
本店所在地 東京都千代田区神田三崎町三丁目１番16号 

※2021年１月１日付で、本店所在地変更予定 
代表者 代表取締役 渡邉 英助 

社長執行役員 久米 喜代司 
※2021年１月１日付で就任予定 



事業内容 有料職業紹介事業及び採用代行業（媒体発注や応募受付など採用
活動全体または部分的な業務代行）等 

資本金 61百万円 

大株主及び 
持株比率 

当社 100％ 

 
 
Ⅲ．業績に与える影響 
 本件は、いずれも会社統合/事業統合が基本となっており、再編による 2021 年９月期の
連結業績に与える影響は軽微であると思われます。ただし、再編による生産性の向上、シナ
ジー効果が発揮されると、業績向上に寄与することが予想されます。適時開示が必要となっ
た場合には速やかにお知らせいたします。 
 
 

以上 


