
 

 
 

2023年 1月 27日 

各 位 

会社名 モーニングスター株式会社 

（コード番号 4765） 

（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場） 

代表者 代表取締役社長       朝倉 智也 

開示責任者 常務執行役員管理部長 小川 和久 

 

子会社への会社分割、子会社同士の合併、子会社の商号変更 

および持株会社体制への移行に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会で、当社のファイナンシャル・サービス事業に関して有する権利義務

を、吸収分割の方法により当社の完全子会社であるモーニングスター・アセット・マネジメント株

式会社に承継させる会社分割を行うこと、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社、

イー・アドバイザー株式会社を、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社を存続会社

として吸収合併すること、および、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の商号を

ウエルスアドバイザー株式会社に変更することを決定いたしました。 

これにより当社は持株会社体制への移行することとなりますので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

なお、本会社分割は、当社の完全子会社との間で行う吸収分割であるため、また、本合併は子会社

間での合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記  

１．子会社への会社分割、子会社同士の合併、子会社の商号変更の目的  

(1) 『モーニングスター』ブランドの返還 

本日開示いたしました『Morningstar. Inc.とのライセンス契約終了に伴う「モーニングスター」

ブランドの返還と対価 80 億円の受領と特別利益計上のお知らせ』のとおり、Morningstar. Inc. 

(以下、モーニングスター・インク) とのライセンス契約を終了して、『モーニングスター』ブラ

ンドを、対価 80億円でモーニングスター・インクに返還いたします。 

当社は、「モーニングスター」ブランドの返還に伴い、モーニングスター・インクが有する「モ

ーニングスター」の商標使用を取り止めます。 

そのため、当社は、2023 年 3 月 29 日に臨時株主総会を開催し、商号を「モーニングスター株式

会社」から「ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社」に変更する定款変更議案を付議

する予定です。 

（詳細については、本日付で公表した「臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設

定、定款一部変更および商号の変更のお知らせ」をご覧ください。） 

また、2023 年 3 月 30 日を効力発生日として、当社からモーニングスター・アセット・マネジメ

ント株式会社（以下、「モーニングスター・アセット・マネジメント」）にファイナンシャル・サ

ービス事業を承継させる会社分割（以下、「本会社分割」）を行い、その後、モーニングスター・

アセット・マネジメントの商号をウエルスアドバイザー株式会社（以下、「ウエルスアドバイザ

ー」）に変更（以下、「本商号変更」）いたします。 

また、現在、投資信託関連のファイナンシャル・サービス事業を当社が、株式関連のファイナン

シャル・サービス事業をイー・アドバイザー株式会社（以下、「イー・アドバイザー」）が行って

おりますが、ファイナンシャル・サービス事業をシステム、データ、人員等の経営資源を統合し、

業務の効率化と収益力の強化を図るために、本会社分割と同時に、2023年 3月 30日を効力発生日

として、モーニングスター・アセット・マネジメントとイー・アドバイザーを、モーニングスタ

ー・アセット・マネジメントを存続会社として吸収合併（以下、「本合併」）いたします。 

投資助言の免許を持つモーニングスター・アセット・マネジメントを存続会社とすることで、投

資助言の免許を継続し、今後、投資助言サービス事業の強化も図ってまいります。 



 

以上により、2023 年 3 月 30 日以降、本会社分割、本合併、本商号変更後のウエルスアドバイザ

ー（現モーニングスター・アセット・マネジメント）においてファイナンシャル・サービス事業

を継続いたします。 

 

(2) 持株会社体制への移行 

当社は、経営環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現するため、より一層の経営の効率

化を目指したグループ体制を構築する事が必要であると考えておりましたが、(1)の『モーニング

スター』ブランドの返還を契機として、当社を親会社とする持株会社体制への移行することとい

たします。 

本会社分割、本合併、本商号変更により、ファイナンシャル・サービス事業は、本商号変更後の

ウエルスアドバイザーにて、事業の推進を行ってまいります。 

また、当社は本日開示いたしました「ＳＢＩアセットマネジメント株式会社と新生インベストメ

ント・マネジメント株式会社の子会社間の合併に関するお知らせ」のとおり、国内のアセットマ

ネジメント事業はＳＢＩアセットマネジメント株式会社（以下、ＳＢＩアセットマネジメント）

に集約して、収益の拡大と効率化を図ります。 

当社は、持株会社として、ＳＢＩアセットマネジメント、ウエルスアドバイザー、米国で資産運

用業務を行う Carret Asset Management LLCを傘下に置き、グループ全体の経営資源の最適配分、

環境変化への迅速な対応、ガバナンスの強化を図り、当社グループの企業価値の拡大を図ります。 

 

２．本会社分割の要旨  

(1) 本会社分割の日程  

吸収分割契約承認取締役会決議日  2023年 1月 27日  

吸収分割契約締結日  2023年 1月 27日  

臨時株主総会 2023年 3月 29日（予定） 

吸収分割の効力発生日  2023年 3月 30日（予定）  

本会社分割は、2023年 3月 29日開催予定の臨時株主総会に付議する予定です。  

臨時株主総会につきましては、本日開示いたしました「臨時株主総会の開催及び臨時株主

総会招集のための基準日設定、定款一部変更および商号の変更のお知らせ」をご覧くださ

い。 

 

(2) 本会社分割の方式 

当社を分割会社とし、モーニングスター・アセット・マネジメントを承継会社とする吸収分割

です。 

 

(3) 本会社分割に係る割当ての内容  

当社がモーニングスター・アセット・マネジメントの全株式を保有しており、本会社分割に際

して、株式その他の金銭等の割当て及び交付は行いません。  

 

(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  

モーニングスター・アセット・マネジメントは、効力発生日におけるファイナンシャル・サー

ビス（会社分割対象事業）に係る資産、負債、契約その他の権利義務を、本契約において定める

範囲で承継します。  

  

(7) 債務履行の見込み  

本会社分割において、効力発生日以降の当社が負担すべき債務については、その履行の見込み

に問題はないと判断しています。  

 

 



 

 

 

 (8) 承継する事業の主な内容  

「投資家の最適な資産形成に貢献するため、中立・客観的立場から豊富で偏りのない投資情報とア

ドバイスを提供する」ファイナンシャル・サービス事業のうち、投資信託・ファンド関連の以下の

事業 

データ・ソリューション（金融関連データ提供サービス） 

メディア・ソリューション（セミナー・広告サービス） 

 

(9) 承継する事業の経営成績  

  2022年 3月期 

売上高 1,935百万円 

営業利益 477百万円 

 

(10) 承継する資産、負債の項目及び帳簿価額   

資産 負債 

流動資産  743百万円  流動負債  169百万円 

固定資産  1,230百万円 固定負債  － 

合計  1,973百万円 合計  169百万円 

（注）2022年 12月 31日現在の貸借対照表を基に算出しています。 

実際に承継される金額は、効力発生日の 2023年 3月 31日現在の承継する資産、負債の

項目の帳簿価額となります。  

 

３．本合併の要旨 

(1) 合併の日程 

合併契約承認取締役会（合併当事会社） 2023年 1月 27日 

合併契約締結日（合併当事会社） 2023年 1月 27日 

合併契約承認株主総会（合併当事会社） 2023年 3月 29日（予定） 

合併期日（効力発生日） 2023年 3月 30日（予定） 

 

(2) 合併方式 

モーニングスター・アセット・マネジメントを存続会社とする吸収合併方式で、イー・アドバ

イザーは解散いたします。 

 

(3) 当該合併に係る割当て内容の算定の考え方 

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およ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. 本商号変更の要旨 

(1) 商号変更の日程 

商号変更承認取締役会（商号変更当事会社） 2023年 1月 27日 

商号変更承認株主総会（商号変更当事会社） 2023年 3月 29日（予定） 

商号変更効力発生 2023年 3月 30日（予定） 

 

(2) 商号変更の方式 

モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の商号をウエルスアドバイザー株式会社

に変更いたします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

５．今後の見通し   

本会社分割は、当社及び当社 100％出資の連結子会社との間で行われるため、当社の連結業績

への影響はありません。  

 

６．当事会社の概要および本会社分割、本合併後の状況 

  分割会社  分割承継会社・合併会社 被合併会社 (注１) 

(1) 名称 

➀ 本会社分割、本合併前  

 

モーニングスター株式会社 

モーニングスター・アセット・

マネジメント株式会社 

 

イー・アドバイザー株式会社 

② 本会社分割、本合併後 ＳＢＩグローバルアセット 

マネジメント株式会社(注 3) 

ウエルスアドバイザー 

株式会社 

－ 

(2) 所在地  

➀ 本会社分割、本合併前 

 

東京都港区六本木１丁目６番 1号 

 

東京都港区六本木１丁目６番 1号 

 

東京都港区六本木１丁目６番 1号 

② 本会社分割、本合併後 (変更はありません。)  (変更はありません。) － 

(3) 代表者の役職・氏名  

➀ 本会社分割、本合併前 

 

代表取締役社長 朝倉智也 

 

代表取締役社長 朝倉智也 

 

代表取締役 千田裕之 

② 本会社分割、本合併後 (変更はありません。) (変更はありません。) － 

(4) 事業内容  

➀ 本会社分割、本合併前 

投資信託・ファンド関連のファ

イナンシャル・サービス事業 

データ・ソリューション 

（金融関連データ提供サービス） 

メディア・ソリューション 

（セミナー・広告サービス） 

グループ運営管理・経営企画 

金融機関への投資信託の組成のア

ドバイスを中心とする投資助言 

株式関連のファイナンシャル・サ

ービス事業 

株式新聞、中国・アジア金融情報 

② 本会社分割、本合併後 持株会社 

グループ運営管理・経営企画 

投資信託・ファンド、株式関連の

ファイナンシャル・サービス事業 

データ・ソリューション 

（金融関連データ提供サービス） 

メディア・ソリューション 

（セミナー・広告サービス） 

金融機関への投資信託の組成のア

ドバイスを中心とする投資助言 

株式新聞、中国・アジア金融情報 

－ 

(5) 資本金  

➀ 本会社分割、本合併前 

 

3,363百万円 

 

30百万円 

 

33百万円 

② 本会社分割、本合併後 (変更はありません。) (変更はありません。) － 

(6) 設立年月日  1998年３月 27日 2001年５月 11日 2017年４月 7日 

(6) 発行済株式数  

➀ 本会社分割、本合併前 

 

89,673,600株 

 

600株 

 

660株 

② 本会社分割、本合併後 (変更はありません。) (変更はありません。) － 

(7) 決算期  

➀ 本会社分割、本合併前 

 

3月 31日 

 

3月 31日 

 

3月 31日 

② 本会社分割、本合併後 (変更はありません。) (変更はありません。) － 

(8) 大株主及び持株比率  

➀ 本会社分割、本合併前 

ＳＢＩグローバルアセットマ

ネジメント株式会社 

41.5％ 

モーニングスター・インク 

22.1％ 

モーニングスター株式会社 

100% 

モーニングスター株式会社 

100%  

② 本会社分割、本合併後 （注２）（注４） (変更はありません。) － 

(注１) イー・アドバイザー株式会社は、本合併により解散しますので、各項目の②本会社分割、本合併後は、「－」と記載しています。 

(注２) モーニングスター・インクは、『モーニングスター』ブランドの返還の対価の支払いの原資の一部とするため、その保有する当社株式の

一部を売却する意向を有しているとのことであり、当社の親会社であるＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（ＳＢＩホールデ

ィングス株式会社（8473）の完全子会社）は、当該意向に応じるため、当社株式の公開買付けを実施するとのことです。この公開買付けに



 

より、本会社分割、本合併後のＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社およびモーニングスター・インクの当社株式の持株比率

は、異動する見込です。 

詳細は、当社が本日開示いたしました「ＳＢＩホールディングス株式会社の完全子会社であるＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式

会社による当社株式の公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。 

(注 3)  当社は、2023年 3月 29日開催予定の臨時定時株主総会に、商号を「モーニングスター株式会社」から「ＳＢＩグローバルアセットマネ

ジメント株式会社」に変更する定款変更議案を付議する予定です。 

(注 4)  ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社は、商号を「ＳＢＩアセットマネジメントグループ株式会社」に変更する予定です。 

 

６．直前事業年度（2022年 3月期）の財政状態及び経営成績 

名称 等 

分割会社  分割承継会社・合併会社 被合併会社  

モーニングスター株式会社 

（連結） 

モーニングスター・アセット・

マネジメント株式会社 

イー・アドバイザー株式会社 

① 純資産  12,273 百万円 257 百万円 1,122 百万円 

② 総資産  14,055 百万円 268 百万円 1,199 百万円 

② 1株当たり純資産  131 円 64 銭 428,438 円 88 銭 1,701,372円 26銭 

④ 売上高  8,123 百万円 39 百万円 398 百万円 

⑤ 営業利益  2,129 百万円 13 百万円 69 百万円 

⑥ 経常利益  2,403 百万円 38 百万円 144 百万円 

⑦ 親会社株主に帰属する 

当期純利益/当期純利益 
1,454 百万円 27 百万円 58 百万円 

⑧ 1株当たり当期純利益  16 円 22 銭 45,441 円 64 銭 89,384 円 27 銭 

  

 
 

以上  
 

＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
モーニングスター株式会社： http://www.morningstar.co.jp/ 管理部 
電話： 03-6229-0810  メールアドレス： mstar@morningstar.co.jp 
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