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2021 年 11 月 22 日 

各 位 

会社名 株式会社ブシロード 

代表者名 代表取締役社長   橋本義賢 

 (コード番号：7803 東証マザーズ) 

問合せ先 取締役経営管理本部長   村岡敏行 

 (Tel.03-4500-4350) 

 

当社と連結子会社による共同新設分割（簡易会社分割） 

による子会社設立に関するお知らせ 
 

当社は、2021年 11月 22日開催の取締役会において、当社と当社の連結子会社である株式会社ブシロー

ドミュージック（以下、ブシロードミュージックという）との共同新設分割（以下、本会社分割という）

により新会社を設立し、各社の行う「ARGONAVIS from BanG Dream!（アルゴナビス フロム バンドリ）」

(注)に関連する事業を承継させることを決議いたしました。 

なお、本会社分割は、連結子会社と共同で行う簡易会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略し

て開示しております。 

 

記 

 

1. 本会社分割の目的 

当社グループは IP ディベロッパーを基本戦略として、もとよりワンストップメディアミックスに

よるスピーディーな IP の創出・育成を推進しております。そのような中で、本会社分割は、当社グ

ループの既存 IP である「ARGONAVIS from BanG Dream!」の育成をさらに機動的に推進し、利益を最大

化するための体制を整えることを目的としております。 

 

2. 本会社分割の要旨 

(1)  本会社分割の日程 

 
共同新設分割計画承認取締役会（当社） 2021 年 11 月 22 日 

新設分割効力発生日 2022 年２月１日（予定） 

    ※本会社分割は会社法第 805 条の規定に基づき株主総会の承認を得ることなく行います。 

 

(2)  本会社分割の方式 

 本会社分割は、当社及びブシロードミュージックを分割会社とし、両社が共同で設立する株式

会社アルゴナビス（以下、アルゴナビスという）を承継会社とする共同新設分割です。 

 

(3)  本会社分割に係る割当ての内容 

 アルゴナビスは、本会社分割に際して普通株式 1,650 株を発行し、当社に対して 990 株、ブシ

ロードミュージックに対して 660 株を分割対価として割当て交付いたします。 

 

(4)  本会社分割に伴う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。 

 

(5)  本会社分割により増減する資本金 

 本会社分割による当社及びブシロードミュージックの資本金の増減はありません。 

 

(6)  新設会社が承継する権利義務 

 新設会社であるアルゴナビスは、効力発生日において、分割会社である当社及びブシロードミ

ュージックの本件分割の対象となる事業に係る資産、負債、契約上の地位その他これに付随する

権利義務を承継いたします。 
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(7)  債務履行の見込み 

 本分割後における当社、ブシロードミュージック及びアルゴナビスの債務履行の見込みについ

ては、問題はないものと判断しております。 

 

3. 本会社分割の当事会社の概要 

 
分割会社 

(2021 年６月 30 日現在) 

分割会社 
(2021 年６月 30 日現在) 

新設会社 
(2022 年２月１日設立 

予定) 

(1)名称 
株式会社ブシロード 

株式会社ブシロード 

ミュージック 
株式会社アルゴナビス 

(2)所在地 東京都中野区中央 

一丁目 38 番１号 

東京都中野区中央 

一丁目 38 番１号 

東京都中野区中央 

一丁目 38 番１号 

(3)代表者の役職･氏名 代表取締役社長  

橋本義賢 

代表取締役社長 

森川浩 

代表取締役社長  

村上一馬 

(4)事業内容 トレーディングカード

ゲーム事業  

デジタルゲーム事業  

マーチャンダイジング

事業  

メディア事業(委員会

収入管理等)   

IP の企画・開発・プ

ロデュース 

  

音楽事業（音楽コン

テンツの企画・制

作・管理、ライブや

イベントの制作・運

営） 

 

IP の企画・開発・プ

ロデュース 

デジタルゲーム事業  

マーチャンダイジング

事業  

音楽事業（音楽コンテ

ンツの企画・制作・管

理、ライブやイベント

の制作・運営） 

(5)資本金 3,188,898 千円 
(2021 年 10月 31日現在) 

9,000 千円 9,000 千円 

(6)設立年月日 2007 年５月 18 日 2012 年 10 月１日 2022 年２月１日 

(7)発行済株式数 33,126,800 株 
(2021 年 10月 31日現在) 

180 株 1,650 株 

(8)決算期 ６月 30 日 ６月 30 日 ６月 30 日 

(9)大株主及び持株比率 三井住友信託銀行株式

会社（信託口 甲９

号） 30.99%  

株式会社中野坂上              

14.08%  

木谷 高明                     

12.02%  

株式会社日本カストデ

ィ銀行（信託口）                         

6.38% 

株式会社ブシロード 

100％ 

株式会社ブシロード 

60％ 

株式会社ブシロード 

ミュージック 

40％ 

(10)分割会社の直前事業年度の財政状態および経営成績（特記以外、単位：千円） 

会社名 株式会社ブシロード（単体） 株式会社ブシロードミュージック 

決算期 2021 年６月期 2021 年６月期 

純資産 8,629,108 1,169,112 

総資産 29,128,947 2,102,226 

１株当たり 

純資産(円) 
264.06 6,495,067.06 

売上高 19,057,302 3,471,669 

営業利益 △132,457 △89,880 

経常利益 △248,232 △36,406 

当期純利益 △930,129 △25,954 

１株当たり 

当期純利益

(円) 

△28.72 △144,189.40 

注 1. 当社及びブシロードミュージックは、前連結会計年度より決算期（事業年度の末日）を７月 31

日から６月 30 日に変更しております。記載しております 2021 年６月期実績は決算期変更の経過期

間のため 2020 年８月１日から 2021 年６月 30 日までの 11 ヶ月間の変則的な決算となっておりま

す。 
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 2. 当社は、2021 年 10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

１株当たり純資産及び１株当たり連結当期純利益につきましては、前連結会計年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、算出しております。 

 

4. 分割する事業部門の概要 

 (1) 分割する部門の事業内容 

 当社の IP 企画・開発・プロデュース、ライセンス事業、モバイルオンラインゲーム事業にお

ける「ARGONAVIS from BanG Dream!」に関連する機能。 

 ブシロードミュージックの音楽ソフトの販売や楽曲の権利運用、ライブやイベント運営などの

各種音楽事業における「ARGONAVIS from BanG Dream!」に関連する機能。 

 

   (2)  分割する部門の経営成績  

 ブシロード  

（2021 年６月期 単体） 

ブシロードミュージック 

（2021 年６月期） 

分割する事業

の実績(A) 

全体(B) 比率

（％） 

(A)/(B)

×100 

分割する事業

の実績(A) 

全体(B) 比率

（％） 

(A)/(B)

×100 

売上高 245 百万円 19,057 百万円 1.29% 336 百万円 3,471 百万円 9.68% 

 

   (3) 分割する資産・負債の項目及び帳簿価格（2021 年 11 月 22 日現在） 

株式会社ブシロード（分割会社）                 （単位：百万円） 

資産 負債 

流動資産 99 流動負債 ‐ 

固定資産 ‐ 固定負債 ‐ 

合計 99 合計 ‐ 

 

株式会社ブシロードミュージック（分割会社）           （単位：百万円） 

資産 負債 

流動資産 66 流動負債 ‐ 

固定資産 ‐ 固定負債 ‐ 

合計 66 合計 ‐ 

（注）上記は 2021年 11月 22日現在の数値をもとにしておりますので、実際に分割する金額とは

異なることがあります。 

 

5. 本会社分割後の状況 

 本会社分割による当社及びブシロードミュージックの名称、所在地、事業内容、資本金、決算期の

変更はありません。新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に

ついては「3.本会社分割の当事会社の概要」をご参照ください。 

 

6. 今後の見通し 

本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微でありますが、将来にわたって当社の企業価値向上

に寄与するものであると考えております。 

今後、適時開示の必要性が生じた場合には、速やかに開示します。 
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（注） 「ARGONAVIS from BanG Dream!」とは 

 当社グループの展開するメディアミックスプロジェクトの一つであり、ガールズバンドをメインとする

“BanG Dream!（バンドリ！）”から派生したボーイズバンドプロジェクトです。2018 年５月のリアルバ

ンド「Argonavis」結成発表からスタートしたのち、ライブの開催、音楽・映像商品やグッズの発売と展

開を広げ、2020 年４月に TV アニメを放送開始、2021 年１月には株式会社ディー・エヌ・エーの開発・運

営によるアプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside（アルゴナビス フロム バンドリ ダ

ブルエーサイド）」を配信。また、2021 年 11 月 19 日には全国の劇場で「劇場版アルゴナビス 流星のオ

ブリガート」を公開しておりますほか、2022 年夏にも劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」（仮

題）の公開を予定しております。 

 

以 上 


