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子会社間の会社分割及び当社の会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社グループの事業再編のため、2022 年７月１日付で子会

社及び当社における会社分割を行うことにつき下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、下記Ⅲ．の会社分割は連結子会社の事業部門を承継する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います。 

記 

 

〇事業の再編を行う目的 

  当社は、2022年5月12日に発表した中期経営計画「avex vision 2027」において、「多様な地域・多様

な分野で“愛される”IPの発掘・育成を目指す」ことを重点戦略として掲げました。 

 その一環として、コンテンツ制作とサービスの事業間のシナジーを促進してヒットを創出すること、及び

機能部門の再配置による最適化を目的として、グループ各社の事業再編を行うものです。 

 

 

Ⅰ．エイベックス・デジタル株式会社(以下「ADG」)及びエイベックス・テクノロジーズ株式会社(以下「AT

S」)からエイベックス・エンタテインメント株式会社(以下「AEI」)への吸収分割 

 

１.分割の要旨 

(1)分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会決議日 2022年５月26日 

吸 収 分 割 契 約 締 結 日 2022年６月24日（予定） 

吸収分割契約承認株主総会（ADG） 2022年６月24日（予定） 

吸収分割契約承認株主総会（ATS） 2022年６月24日（予定） 

吸収分割契約承認株主総会（AEI） 2022年６月24日（予定） 

吸 収 分 割 効 力 発 生 日 2022年７月１日（予定） 

(2)分割の方式 

ADG及びATSを吸収分割会社とし、AEIを吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

(3)分割にかかる割当ての内容 

本件分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

(4)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)分割に伴う資本金の増減 

本件分割に伴う当社の資本金の増減はありません。 



(6)承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、本事業に関する全ての資産、負債、契約及び権利義務を承継します。 

(7)債務履行の見込み 

本件分割において、当社が負担すべき債務履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

２.分割の当事会社の概要 

 分割会社 分割承継会社 

(1)名称 エイベックス・デジタル

株式会社 

エイベックス・テクノロ

ジーズ株式会社 

エイベックス・エンタテイ

ンメント株式会社 

(2)本店所在地 東京都港区三田一丁

目４番１号 

同左 同左 

(3)代表者 代表取締役社長  

若泉 久央 

代表取締役社長  

岩永 朝陽 

代表取締役社長  

黒岩 克巳 

(4)事業内容 デジタルコンテンツの

企画・制作・販売・配

信 

ブロックチェーン事

業、クラウドエンタテイ

ンメント事業等 

音楽コンテンツの企画・

制作・販売等 

(5)資本金 100百万円 100百万円 200百万円 

(6)設立年月日 2004年10月1日 2019年５月14日 1997年10月１日 

(7)発行済株式数 9,751株 2,000株 4,000株 

(8)決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

(9)大株主及び株式比率 当社  100% 当社  100% 当社  100% 

 

直前事業年度の財政状態及び経営成績(2022年3月期) 

 ADG（単体） ATS（単体） AEI（単体） 

純資産 11,486百万円 △1,841百万円 6,100百万円 

総資産 20,025百万円 1,051百万円 25,058百万円 

1株当たり純資産 1,178,921.60円 △920,788.57円 1,525,098.59円 

売上高 16,751百万円 717百万円 55,169百万円 

営業利益 1,004百万円 △472百万円 1,656百万円 

経常利益 △1,722百万円 △484百万円 1,719百万円 

当期純利益 △1,817百万円 △512百万円 1,162百万円 

1株当たり当期純利益 △186,392.77円 △256,389.10円 290,669.95円 

  



 

３.分割する事業部門の概要 

(1)分割する部門の事業内容 

 事業内容 

ADG ： E-コマース、グッズ販売店舗運営、チケット販

売及び情報サービス、ホームページの制作及

び管理 

ATS ： 動画配信プラットフォームサービス 

 

 

(2)分割する部門の経営成績(2022年3月期) 

 売上高 

ADG ： 14,526百万円 

ATS ： 219百万円 

 

 

(3)分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 

ADG ATS 

資産 負債 資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 2,271 
百万円 

流動負債 4,791 

百万円 

流動資産 71 

百万円 

流動負債 82 

百万円 

固定資産 1,099 

百万円 

固定負債 23 

百万円 

固定資産 ― 固定負債 ― 

合計 3,371 

百万円 

合計 4,815 

百万円 

合計 71 

百万円 

合計 82 

百万円 

(注)実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本分割効力発生日までの増減を加除したう

えで確定いたします。 

 

 

４.会社分割後の状況 

本件分割による当社、ADG、ATS及びAEIの名称、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期

についての変更はありません。 

 

 

５.今後の見通し 

本件分割が、2023年３月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。 



Ⅱ．ATSからエイベックス・ピクチャーズ株式会社(以下「API」)への吸収分割 

 

１.分割の要旨 

(1)分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会決議日 2022年５月26日 

吸 収 分 割 契 約 締 結 日 2022年６月24日（予定） 

吸収分割契約承認株主総会（ATS） 2022年６月24日（予定） 

吸収分割契約承認株主総会（API） 2022年６月24日（予定） 

吸 収 分 割 効 力 発 生 日 2022年７月１日（予定） 

(2)分割の方式 

ATSを吸収分割会社とし、APIを吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

(3)分割にかかる割当ての内容 

本件分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

(4)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)分割に伴う資本金の増減 

本件分割に伴う当社の資本金の増減はありません。 

(6)承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、本事業に関する全ての資産、負債、契約及び権利義務を承継します。 

(7)債務履行の見込み 

本件分割において、当社が負担すべき債務履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

２.分割の当事会社の概要 

 分割会社 分割承継会社 

(1)名称 エイベックス・テクノロジーズ株

式会社 

エイベックス・ピクチャーズ株式

会社 

(2)本店所在地 東京都港区三田一丁目４番１号 同左 

(3)代表者 代表取締役社長 岩永朝陽 代表取締役社長 勝股英夫 

(4)事業内容 ブロックチェーン事業、クラウド

エンタテインメント事業等 

アニメ・映像コンテンツの企画・

制作・販売、映画配給 

(5)資本金 100百万円 100百万円 

(6)設立年月日 2019年５月14日 2014年４月1日 

(7)発行済株式数 2,000株 2,000株 

(8)決算期 ３月31日 ３月31日 

(9)大株主及び株式比率 当社  100% 当社  100% 

 



直前事業年度の財政状態及び経営成績(2022年3月期) 

 ATS（単体） API（単体） 

純資産 △1,841百万円 1,561百万円 

総資産 1,051百万円 9,205百万円 

1株当たり純資産 △920,788.57円 780,630.00円 

売上高 717百万円 10,738百万円 

営業利益 △472百万円 322百万円 

経常利益 △484百万円 304百万円 

当期純利益 △512百万円 208百万円 

1株当たり当期純利益 △256,389.10円 104,130.31円 

 

３.分割する事業部門の概要 

(1)分割する部門の事業内容 

 事業内容 

ATS ： モバイルゲーム 

 

(2)分割する部門の経営成績(2022年3月期) 

 売上高 

ATS ： 475百万円 

 

(3)分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 90百万円 流動負債 70百万円 

固定資産 17百万円 固定負債 ― 

合計 107百万円 合計 70百万円 

(注)実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本分割効力発生日までの増減を加除したう

えで確定いたします。 

 

４.会社分割後の状況 

本件分割による当社、ATS及びAPIの名称、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期につ

いての変更はありません。 

 

５.今後の見通し 

本件分割が、2023年３月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。  



Ⅲ．ATSから当社への吸収分割 

 

１.分割の要旨 

(1)分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会決議日 2022年５月26日 

吸 収 分 割 契 約 締 結 日 2022年６月24日（予定） 

吸収分割契約承認株主総会（ATS） 2022年６月24日（予定） 

吸 収 分 割 効 力 発 生 日 2022年７月１日（予定） 

(注)本件分割は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易分割に該当するため、 

株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行う予定です。 

(2)分割の方式 

ATSを吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割(簡易吸収分割)です。 

(3)分割にかかる割当ての内容 

本件分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

(4)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)分割に伴う資本金の増減 

本件分割に伴う当社の資本金の増減はありません。 

(6)承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、本事業に関する全ての資産、契約及び権利義務を承継します。 

(7)債務履行の見込み 

本件分割において、当社が負担すべき債務履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

２.分割の当事会社の概要 

 分割会社 分割承継会社 

(1)名称 エイベックス・テクノロジーズ株式会社 エイベックス株式会社 

(2)本店所在地 東京都港区三田一丁目４番１号 同左 

(3)代表者 代表取締役社長 岩永朝陽 代表取締役社長CEO 黒岩克巳 

(4)事業内容 ブロックチェーン事業、クラウドエンタ

テインメント事業等 

グループの経営管理等 

(5)資本金 100百万円 4,521百万円 

(6)設立年月日 2019年５月14日 1988年４月11日 

(7)発行済株式数 2,000株 45,440,100株 

（自己株式410,124株を含む） 

(8)決算期 ３月31日 ３月31日 

(9)大株主及び株式比率 当社  100% 株式会社ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

株式会社（信託口）  

12.21% 

 

10.08% 

 



直前事業年度の財政状態及び経営成績(2022年３月期) 

 ATS（単体） 当社（連結） 

純資産 △1,841百万円 60,694百万円 

総資産 1,051百万円 97,801百万円 

1株当たり純資産 △920,788.57円 1,285.20円 

売上高 717百万円 98,437百万円 

営業利益 △472百万円 2,582百万円 

経常利益 △484百万円 2,351百万円 

当期純利益(※)  △512百万円 919百万円 

1株当たり当期純利益 △256,389.10円 20.77円 

(※)当社は「親会社株主に帰属する当期純利益」 

 

３.分割する事業部門の概要 

(1)分割する部門の事業内容 

 事業内容 

ATS ： ブロックチェーン技術に関連する一切の業務 

 

(2)分割する部門の経営成績(2022年３月期) 

 売上高 

ATS ： ６百万円 

 

(3)分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 122百万円 流動負債 79百万円 

固定資産 94百万円 固定負債 ― 

合計 216百万円 合計 79百万円 

(注)実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本分割効力発生日までの増減を加除したう

えで確定いたします。 

 

４.会社分割後の状況 

本件分割による当社及びATSの名称、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期についての

変更はありません。 

 

５.今後の見通し 

本件分割が、2023年３月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。 

以 上 


