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会社分割（簡易吸収分割）による、連結子会社（株式会社ブライズワード）への 

事業の承継に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27年 11月６日開催の取締役会において、平成 28 年４月１日を効力発生日として、

当社にて婚礼事業を行っている店舗であるアーセンティア大使館（大阪）を、当社の完全子会社で

ある株式会社ブライズワードに承継させる会社分割（簡易吸収分割）を行うことを決議致しました

ので、下記の通りお知らせ致します。 

尚、本吸収分割は、当社とその完全子会社間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を

一部省略して開示しています。 

 

１. 目的 

アーセンティア大使館（大阪）は平成 17 年４月に大阪市中央区南船場にて開業し、婚礼事業

を主軸に事業運営を行って参りました。大阪市内の婚礼市況に関しましては、近年競合他社の

相次ぐ出店により、特に大阪市内北部エリアを中心に活況が続く一方、同店舗が位置する南部

エリアは市場縮小傾向にあります。このような状況から、店舗特性及び立地、環境を踏まえ、

通常の婚礼事業に加え、それ以外の施設利用拡大を目指していくことが更なる成長に繋がるも

のと考えております。承継会社である株式会社ブライズワードは婚礼事業を含め多角的な事業

展開を行っており、同社へ移管をすることで、運営効率の改善及び法人向け宴会の受注等、市

場環境の変化に対応できるような体制構築を図ることを目的としています。 

 

２. 要旨 

(１) 会社分割の日程 

取締役会決議日  ：平成 27 年 11 月６日 

契約締結日  ：平成 27 年 11 月６日 

実施予定日  ：平成 28 年４月１日 

（注）本吸収分割は、会社法第 784 条第２項の規定により、会社法 783 条第１項に定める

株主総会の承認を得ないで分割（簡易分割）を行うものです。 

 

(２) 方式 

当社を分割会社とし、株式会社ブライズワードを承継会社とする吸収分割であります。 

 

３. 分割に関わる割当の内容 

当社は、承継会社である株式会社ブライズワードの全株式を保有しており、本吸収分割に際し

て、金銭その他の財産の交付は行いません。 

 

４. 分割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 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズは新株予約権および新株予約権社債を発行しておりません。 



 

  

５. 当該吸収分割により増減する資本金 

当該吸収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 

分割会社より人員を出向させますが、運営面は原則承継会社が行うこととなります。 

 

７. 債務履行の見込み 

当該吸収分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないも

のと判断しております。 

 

８. 当該吸収分割の当事会社の概要 

 

 

 

 

 

 

 分割会社 承継会社 

名称 
株式会社 

テイクアンドギヴ・ニーズ 
株式会社ブライズワード 

所在地 
東京都品川区東品川２丁目３番

12 号 

東京都品川区東品川２丁目５番

８号 

代表者の役職・氏名 
代表取締役会長：野尻 佳孝 

代表取締役社長：岩瀬 賢治 

代表取締役会長：黒谷 和喜 

代表取締役社長：秋吉 宗徳 

事業内容 
国内ウェディング事業・ 

海外・リゾートウェディング事業 

ブライダル事業・ホテル事業・

飲食事業 

資本金 
5,264 百万円 

（平成 27 年３月 31 日現在） 

380 百万円 

（平成 27 年３月 31 日現在） 

設立年月日 平成 10 年 10 月 19 日 平成 16 年 11 月５日 

発行済株式数 13,059,330 株 2,033 株 

決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

大株主及び持株比率 

（平成 27 年 

９月 30 日現在） 

野尻 佳孝                            18.8% 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 100% 

株式会社東京ウエルズ   8.0% 

BNY GCM CLIENT ACCOUNT 

JPRD AC ISG(FE-AC)   
3.8% 

株式会社ユニマットライフ    3.8% 

ウェルズ通商株式会社 3.4% 

直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成 27 年３月 31 日現在） 

 分割会社 承継会社 

純資産 19,517 百万円 908 百万円 

総資産 39,714 百万円 5,185 百万円 

１株当たり純資産 1,506 円 30 銭 446,968 円 13 銭 

売上高 41,988 百万円 6,400 百万円 

営業利益 2,399 百万円 234 百万円 

経常利益 2,260 百万円 173 百万円 

親会社株主に 

帰属する当期純利益 
763 百万円 118 百万円 

１株当たり当期純利益 58 円 93 銭 58,465 円 76 銭 



 

  

９. 分割する店舗の概要 

(１) 分割する店舗の事業内容 

国内ウェディング事業 

 

 

(２) 分割する店舗の平成 27 年３月期における経営成績（平成 27 年３月 31 日現在） 

 分割する店舗の 

実績(a) 

平成 27 年３月期 

当社実績(連結)(b) 

比率(a/b) 

売上高 355 百万円 59,269 百万円 0.6% 

 

 

 

(３) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 27 年３月 31 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 22,344 千円 流動負債 7,812 千円 

固定資産 40,150 千円 固定負債 22,231 千円 

合計 62,494 千円 合計 30,043 千円 

（注）平成 27 年３月 31 日現在の帳簿価額で試算しておりますので、実際に分割する金額

は上記と変動する可能性があります。 

 

１０. 当該吸収分割後の状況 

(１) 当該吸収分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算

期の変更はありません。 

(２) 当該吸収分割による承継会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、

決算期の変更はありません。 

 

１１. 今後の見通し 

本件吸収分割は当社の完全子会社を承継会社とする会社分割であるため、当社の今期の連結業

績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 


