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 平成 28 年５月 10 日 
各 位 

 会 社 名 朝 日 放 送 株 式 会 社 

 代 表 者 名 代表取締役社長 脇 阪 聰 史 

 （コード番号 ９ ４ ０ ５  東 証 第 一 部 ） 

 問 合 せ 先 経営戦略室長 井 上 隆 史 

  TEL ０ ６ － ６ ４ ５ ８ － ５ ３ ２ １ 

 

会社分割による放送関連事業の中間持株会社体制への移行に係る 

吸収分割契約の締結について 
 

当社は、平成28年３月４日付「会社分割による放送関連事業の中間持株会社体制への移

行および新会社設立について」（以下「平成28年３月４日付発表資料」）で発表した事業

再編につき、本日開催の取締役会において、吸収分割契約の締結を承認することを決議い

たしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

また、事業再編後の状況等の詳細につきましても、併せてお知らせいたします。 

なお、本件分割は当社の100%子会社に対する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おります。 

記 

 

１．本事業再編の目的 

平成 28 年 3 月 4 日付発表資料に記載の通り、当社を取り巻く環境は大きく変化してお

り、この状況に柔軟に対応できる体制づくりが必要となっています。 

このような状況のもと、当社のコンテンツビジネスを中間持株会社 ABC フロンティアホ

ールディングス傘下に再編する事で、傘下の３事業会社が個別に市場環境に適応しつつ、中

間持株会社が共通のビジネス資源である「ライセンス（著作権）」を効率的に管理する体制

を構築します。 

また、本事業再編にあわせて 3 事業会社および中間持株会社に対して増資を行う事で、

中間持株会社の財務基盤を充実させ、機動的な新規事業等への投資に取り組んで参ります。 

 

２．本事業再編の流れ 

当社のアニメ事業をABCアニメーションに、海外事業をABCインターナショナルに、ラ

イセンス・物販事業をABCライツビジネスに会社分割する、平成28年７月１日を効力発生

日とする吸収分割契約を締結するととともに、３事業会社に係る経営管理事業等を当社か

らABCフロンティアホールディングスに承継させる、平成28年７月１日を効力発生日とす

る吸収分割契約を締結する。 

 

３．本事業再編の要旨 

（１）日程 

３事業に係る吸収分割契約承認取締役会        平成28年５月10日（本日） 
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吸収分割契約締結                  平成28年５月10日（本日）     

経営管理事業等に係る吸収分割契約承認取締役会        〃                 

吸収分割契約締結                      〃 

３事業会社および中間持株会社の増資・役員変更    平成28年７月１日（予定） 

３事業の吸収分割効力発生日                 〃 

経営管理事業等の吸収分割効力発生日             〃 

注１） 本事業再編における各会社分割は、当社については会社法第784条第２項に規定す

る簡易分割であり、ABCフロンティアホールディングス、ABCアニメーション、

ABCインターナショナル、ABCライツビジネスについては会社法第796条第１項に

規定する略式分割であるため、それぞれ株主総会での承認は必要ありません。  

注２） 本事業再編の日程は手続き上の必要性その他の事由により、必要に応じて当事会社 

間で協議のうえ、変更することがあります。 

 

（２）事業再編の方式 

 本事業再編は、当社を吸収分割会社とし、当社100%出資の4社を吸収分割承継会社とし

て、当社のアニメ事業、海外事業、ライセンス・物販事業およびこれら３事業の経営管理

事業等に関する権利・義務を各承継会社に承継させる分社型吸収分割の方式により行いま

す。 

 

（３）事業再編に係る割当の内容 

 承継会社4社はいずれも当社の100%子会社であり、本件分割に際して、株式の割当てそ

の他の対価の交付は行われません。 

 

（４）事業再編に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い 

 当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）事業再編により減少する資本金等 

 本件分割に伴う当社の資本金の額に変更はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

 承継会社4社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割に係る吸

収分割契約書に定められるアニメ事業、海外事業、ライセンス・物販事業およびそれらの

経営管理事業等に関する資産、負債及びその他の権利義務といたします。 

 

（７）債務履行の見込み 

 効力発生日以降の当社および各承継会社において、いずれも資産の額が負債の額を上回

る事が見込まれており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在の

ところ予測されておりません。従って、本件分割後において、当社及び各承継会社の負担

すべき債務については、履行の確実性に問題がないものと判断しております。 
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４．分割当事会社の概要 

（１）分割会社の概要（平成28年３月31日現在） 

会社名 朝日放送株式会社 

所在地 大阪市福島区福島一丁目１番30号 

代表者名 代表取締役社長 脇阪 聰史 

事業内容 放送法による基幹放送事業および一般放送事業 他 

資本金 52億9980万円 

設立年月日 昭和26年11月11日 

発行済株式数 41,833,000株 

決算期 ３月31日 

大株主および持株比率 朝日新聞社 14.9％ 

 

（２）承継会社の概要（平成28年４月５日設立時現在） 

【株式会社ABCフロンティアホールディングスの概要】 

会社名 株式会社ABCフロンティアホールディングス 

所在地 東京都中央区築地五丁目３番地２号 

代表者名 代表取締役社長 沖中 進 

事業内容 グループ企業の経営管理、ライツ管理、新規事業開発 

資本金 10百万円（資本準備金を含む） 

設立年月日 平成28年４月５日 

発行済株式数 200株 

決算期 ３月31日 

大株主および持株比率 朝日放送株式会社 100％ 

当事会社間の関係等 資本関係 当社100％出資の子会社です。 

人的関係 当社より取締役を派遣しております。 

取引関係 営業を開始していないため、当社との取引関係

はありません。 

 

【株式会社ABCアニメーションの概要】 

会社名 株式会社ABCアニメーション 

所在地 東京都中央区築地五丁目３番地２号 

代表者名 代表取締役社長 沖中 進 

事業内容 アニメコンテンツの企画制作、およびそれに派生するビデオ

グラム販売、海外販売、物販、イベントなど 

資本金 10百万円（資本準備金を含む） 

設立年月日 平成28年４月５日 

発行済株式数 200株 

決算期 ３月31日 



 

4 
 

大株主および持株比率 朝日放送株式会社 100％ 

当事会社間の関係等 資本関係 当社100％出資の子会社です。 

人的関係 当社より取締役を派遣しております。 

取引関係 営業を開始していないため、当社との取引関係

はありません。 

 

【株式会社ABCインターナショナルの概要】 

会社名 株式会社ABCインターナショナル 

所在地 東京都中央区築地五丁目３番地２号 

代表者名 代表取締役社長 沖中 進 

事業内容 番組販売、フォーマット販売など海外に関する収益事業全般

資本金 10百万円（資本準備金を含む） 

設立年月日 平成28年４月５日 

発行済株式数 200株 

決算期 ３月31日 

大株主および持株比率 朝日放送株式会社 100％ 

当事会社間の関係等 資本関係 当社100％出資の子会社です。 

人的関係 当社より取締役を派遣しております。 

取引関係 営業を開始していないため、当社との取引関係

はありません。 

 

【株式会社ABCライツビジネスの概要】 

会社名 株式会社ABCライツビジネス 

所在地 東京都中央区築地五丁目３番地２号 

代表者名 代表取締役社長 沖中 進 

事業内容 パッケージ販売、物販事業、ライセンス事業 

資本金 10百万円（資本準備金を含む） 

設立年月日 平成28年４月５日 

発行済株式数 200株 

決算期 ３月31日 

大株主および持株比率 朝日放送株式会社 100％ 

当事会社間の関係等 資本関係 当社100％出資の子会社です。 

人的関係 当社より取締役を派遣しております。 

取引関係 営業を開始していないため、当社との取引関係

はありません。 
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（３）分割会社の直前事業年度の財政状態および経営成績 

決算期 朝日放送株式会社 

平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 

連結純資産(百万円) 62,558 58,709 57,713

連結総資産(百万円) 97,833 103,116 99,596

1株当たり連結純資産

（円） 

1,435.60 1,335.91 1,304.70

連結売上高(百万円) 81,484 80,691 81,059

連結営業利益(百万円) 5,791 4,684 4,064

連結経常利益(百万円) 6,025 4,830 4,407

親会社株主に帰属す

る当期純利益(百万円) 

3,254 2,203 2,372

1株当たり連結当期純

利益（円） 

79.70 53.95 58.11

※ 平成28年3月期の財政状態および経営成績については、開示時点において、監査手続

の完了前のものになります。 

 

（４）承継会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 承継会社４社は全て平成28年４月５日に設立しており、最初の決算期を迎えていないた

め、確定した事業年度はありません。 

 

５．分割する部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

承継会社 分割する部門の事業内容 

株式会社ABCフロンティアホ

ールディングス 

グループ企業の経営管理、ライツ管理、新規事業開発 

株式会社ABCアニメーション アニメコンテンツの企画制作、およびそれに派生するビ

デオグラム販売、海外販売、物販、イベントなど 

株式会社ABCインターナショ

ナル 

番組販売、フォーマット販売など海外に関する収益事業

全般 

株式会社ABCライツビジネス パッケージ販売、物販事業、ライセンス事業 

 

（２）分割する部門の経営成績（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 

分割する事業部門 売上高 

アニメ、海外、ライセンス・物販にかかる経営管理事業 

ライツ管理事業、新規事業開発事業 

－百万円

アニメ事業 455百万円

海外事業 168百万円

ライセンス・物販事業 149百万円
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（３）分割する部門の資産、負債の項目及び金額（平成28年３月31日現在） 

【ABCフロンティアに承継する資産、負債の項目及び金額】 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 －百万円 流動負債 2百万円

固定資産 －百万円 固定負債 －百万円

合計 －百万円 合計 2百万円

 

【ABCアニメーションに承継する資産、負債の項目及び金額】 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 34百万円 流動負債 －百万円

固定資産 －百万円 固定負債 －百万円

合計 34百万円 合計 －百万円

 

【ABCインターナショナルに承継する資産、負債の項目及び金額】 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 －百万円 流動負債 －百万円

固定資産 －百万円 固定負債 －百万円

合計 －百万円 合計 －百万円

 

【ABCライツビジネスに承継する資産、負債の項目及び金額】 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 35百万円 流動負債 4百万円

固定資産 －百万円 固定負債 －百万円

合計 35百万円 合計 4百万円

 

６．会社分割後の状況 

【分割会社】 

本会社分割による当社の商号、本店所在地、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。 

 

【承継会社】 

会社名 株式会社ABCフロンティアホールディングス 

所在地 東京都中央区築地五丁目３番地２号 

代表者名 代表取締役社長 竹田 直彦 

事業内容 グループ企業の経営管理、ライツ管理、新規事業開発 
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資本金 ６億円（資本準備金を含む） 

決算期 ３月31日 

 

会社名 株式会社ABCアニメーション 

所在地 東京都中央区築地五丁目３番地２号 

代表者名 代表取締役社長 西出 将之 

事業内容 アニメコンテンツの企画制作、およびそれに派生するビデオ

グラム販売、海外販売、物販、イベントなど 

資本金 ２億円（資本準備金を含む） 

決算期 ３月31日 

 

会社名 株式会社ABCインターナショナル 

所在地 東京都中央区築地五丁目３番地２号 

代表者名 代表取締役社長 井上 修作 

事業内容 番組販売、フォーマット販売など海外に関する収益事業全般

資本金 １億円（資本準備金を含む） 

決算期 ３月31日 

 

会社名 株式会社ABCライツビジネス 

所在地 東京都中央区築地五丁目３番地２号 

代表者名 代表取締役社長 幡谷 和久 

事業内容 パッケージ販売、物販事業、ライセンス事業 

資本金 １億円（資本準備金を含む） 

決算期 ３月31日 

 ※ 承継会社につきましては、平成28年7月1日を効力発生日とする増資を行う予定で

す。 

 

７．今後の見通し 

 各承継会社は当社の100%子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微なものと見

込んでおります。 

 

以 上 
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（参考資料１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考資料２） 

ABCフロンティアホールディングス、ABCアニメーション、ABCインターナショナル

およびABCライツビジネスについて、平成28年７月１日付（予定）で下記の通り役員の異

動を予定しております。 

 

（１）ABCフロンティアホールディングス 

（新任取締役候補者）平成28年７月１日付予定 

氏名 新役職名 旧役職名 

沖中 進 取締役会長 代表取締役社長 

（ABCアニメーション   代表取締役社長） 

（ABCインターナショナル 代表取締役社長） 

（ABCライツビジネス   代表取締役社長） 

竹田 直彦 代表取締役社長 （新任） 

野下 洋 代表取締役 （新任） 

         

（新任監査役候補者）平成28年７月１日付予定 

氏名 新役職名 旧役職名 

菅野 公一郎 監査役 （新任） 

新妻 大輔 監査役 （新任） 
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（注）菅野公一郎は当社常勤監査役 

   新妻大輔は当社経理局員 

 

（２）ABCアニメーション 

（新任取締役候補者）平成28年７月１日付予定 

氏名 新役職名 旧役職名 

西出 将之 代表取締役社長 （新任） 

 

 

（退任取締役候補者）平成28年７月１日付予定 

氏名 新役職名 旧役職名 

沖中 進 退任 代表取締役社長 

 

（３）ABCインターナショナル 

（新任取締役候補者）平成28年７月１日付予定 

氏名 新役職名 旧役職名 

井上 修作 代表取締役社長 （新任） 

 

 

（退任取締役候補者）平成28年７月１日付予定 

氏名 新役職名 旧役職名 

沖中 進 退任 代表取締役社長 

 

（４）ABCライツビジネス 

（新任取締役候補者）平成28年７月１日付予定 

氏名 新役職名 旧役職名 

幡谷 和久 代表取締役社長 （新任） 

 

 

（退任取締役候補者）平成28年７月１日付予定 

氏名 新役職名 旧役職名 

沖中 進 退任 代表取締役社長 
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新任社長の略歴 

 

（ＡＢＣフロンティアホールディングス） 

氏     名    竹 田
た け だ

  直 彦
なおひこ

   （昭和３９年９月７日生） 

 

平成 ２年 ４月   朝日放送（株）入社 

平成２２年 ４月   同   東京支社テレビ営業部長 

平成２７年 ６月   同   東京支社コンテンツ事業部マネージャー 

 

（ＡＢＣアニメーション） 

氏     名    西 出
に し で

  将 之
まさゆき

   （昭和４０年８月３日生） 

 

平成 １年 ４月   朝日放送（株）入社 

平成２０年 ７月   同   東京支社事業メディア部チーフプロデューサー 

平成２２年 ４月   同   東京支社コンテンツ事業部次長 

平成２５年 ３月   同   東京支社コンテンツ事業部マネージャー 

 

（ＡＢＣインターナショナル） 

氏     名    井 上
いのうえ

  修  作
しゅうさく

   （昭和４５年１１月１４日生） 

 

平成 ７年 ４月   朝日放送（株）入社 

平成２４年 ４月   同   東京支社コンテンツ事業部コンテンツ事業課長 

 

（ＡＢＣライツビジネス） 

氏     名    幡 谷
は た や

  和 久
かずひさ

   （昭和４０年１月１１日生） 

 

平成 １年 ４月   朝日放送（株）入社 

平成２１年１１月   同   編成本部報道局ニュース情報センター 

            チーフプロデューサー 

平成２５年１１月   同   編成局企画戦略部チーフプロデューサー 

平成２７年 ６月   同   ビジネス戦略局コンテンツ事業部次長 
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（参考資料３） 

ABC フロンティアホールディングス、ABC アニメーション、ABC インターナショナル

および ABC ライツビジネスの増資の内容は以下の通りです。 

（１）ABCフロンティアホールディングス 

   � 発行新株式数                 普通株式    11,800株 

   ② 発行価格               一株につき 金        50,000円 

   � 資本金組入額                   金   295,000,000円 

   � 資本準備金組入額                 金   295,000,000円 

   � 割当先                    当社      11,800株 

   � 払込日                        平成28年７月１日 

（２）ABCアニメーション 

   � 発行新株式数                 普通株式      3,800株 

   ② 発行価格               一株につき 金        50,000円 

   � 資本金組入額                   金     95,000,000円 

   � 資本準備金組入額                 金     95,000,000円 

   � 割当先                    当社        3,800株 

   � 払込日                        平成28年７月１日 

（３）ABCインターナショナル 

   � 発行新株式数                 普通株式      1,800株 

   ② 発行価格               一株につき 金        50,000円 

   � 資本金組入額                   金     45,000,000円 

   � 資本準備金組入額                 金     45,000,000円 

   � 割当先                    当社        1,800株 

   � 払込日                        平成28年７月１日 

（４）ABCライツビジネス 

   � 発行新株式数                 普通株式      1,800株 

   ② 発行価格               一株につき 金        50,000円 

   � 資本金組入額                   金     45,000,000円 

   � 資本準備金組入額                 金     45,000,000円 

   � 割当先                    当社        1,800株 

   � 払込日                        平成28年７月１日 

 

本件増資による当社の連結業績に与える影響は軽微であり、既に公表している業績見通し

に変更はございません。 


