
平成25年７月１日 

各 位 

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 
代表者 代表取締役社長 千 野 和 俊 

（コード番号:3772 東証マザーズ） 
問合せ先 管理本部グループ長 木村 健太郎 
（電話番号  03-6661-9311） 

 

ウェルス・マネジメント株式会社との株式交換完了および 

孫会社の異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成25年３月28日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、ウェルス・マネジ

メント株式会社（所在地：東京都港区、代表者：千野和俊。以下「WM 社」といいます。）を株式交換完全子会

社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の実施を決議しておりましたが、同年６月20日開催の

当社第14回定時株主総会で承認可決され、本日付にて本株式交換の効力が発生しましたのでお知らせいたしま

す。 

本株式交換に伴い、WM社の100％子会社であるグローバル インベストメント マネジメント株式会社（所在

地：東京都港区、代表者：平野圭一。以下「GIM社」といいます。）他１社は当社の孫会社となりましたので併

せてお知らせいたします。 

記 

１.孫会社の異動の理由 

本株式交換の効力発生により、GIM社他１社を所有するWM社を、当社の完全子会社化したことに伴う異

動であります。 

 

２.当社の子会社となる会社の概要 

（1）商号 ウェルス・マネジメント株式会社 

（2）本店所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 千野 和俊 

（4）事業内容 
アセットマネジメント業務 

アクイジションサポート業務 

（5）資本金 30,000千円 

（6）設立年月日 平成18年４月20日 

（7）大株主及び持株比率 

1. 赤坂社中有限責任事業組合   66.67％  

2. 千野 和俊                  33.33％ 

（本株式交換効力発生前の平成25年６月30日現在） 

（8）当事会社間の関係（本株式交換効力発生前の平成25年６月30日現在） 

資本関係 特筆すべき事項はございません。 

人的関係 
当社の代表取締役、常務執行役員及び執行役員が、それぞれ当該会

社の代表取締役、取締役及び監査役に就任しております。 

取引関係 特筆すべき事項はございません。 

（9）最近3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

 



連結純資産 183 139 181

連結総資産 461 337 338

1株当たり連結純資産(円) 305,790.90 232,379.99 302,946.62

連結売上高 437 254 321

連結営業利益 142 0 52

連結経常利益 143 △12 53

連結当期純利益 38 △44 42

1株当たり連結当期純利益(円) 64,310.27 △73,410.91 70,556.62

1株当たり配当金(円) － － －

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

(注) 上記「最近3年間の経営成績及び財政状態」は、GIM社を連結した数値であります。 

 

３.当社の孫会社となる会社の概要 

（a）グローバル インベストメント マネジメント株式会社 

（1）商号 グローバル インベストメント マネジメント株式会社 

（2）本店所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 平野 圭一 

（4）事業内容 投資助言業、ファミリーオフィス事業 

（5）資本金 10,000千円 

（6）設立年月日 平成18年９月７日 

（7）大株主及び持株比率 ウェルス・マネジメント株式会社   100.00％ 

（8）当事会社間の関係（本株式交換前の平成25年６月30日現在） 

資本関係 特筆すべき事項はございません。 

人的関係 当社の常務執行役員が、当該会社の取締役に就任しております。 

取引関係 特筆すべき事項はございません。 

（9）最近3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

純資産 26 △9 19

総資産 72 39 71

1株当たり純資産(円) 1,312,050.15 △51,854.59 95,281.09

売上高 52 0 71

営業利益 11 △44 28

経常利益 11 △44 28

当期純利益 8 △44 28

1株当たり当期純利益(円) 449,179.75 △250,060.46 141,379.82

1株当たり配当金(円) － － －

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

（注）１.GIM社は、平成25年４月１日付にて、「Wインベストメントパートナーズ株式会社」より商号

変更を行っております。 

２.当社取締役及び当社子会社の取締役が、新たに本日付にてGIM社の代表取締役及び取締役に就

任しております。 

 

 



（b）WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD. 

（1）商号 WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD. 

（2）本店所在地 36 Robinson Road, #17-01 City House Singapore 068877 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 横井 勝 

（4）事業内容 アジア地区での市場調査、コンサルティング業務 

（5）資本金 30,000シンガポールドル 

（6）設立年月日 平成23年2月14日 

（7）大株主及び持株比率 

1.ウェルス・マネジメント株式会社 51.00％ 

2. Chia Seng Hee 25.00％ 

3. 千野 和俊 8.00％ 

4. 今田 昭博 8.00％ 

5. 横井 勝 8.00％ 

（8）当事会社間の関係（本株式交換前の平成25年６月30日現在） 

資本関係 特筆すべき事項はございません。 

人的関係 当社の常務執行役員が、当該会社の代表取締役に就任しております。

取引関係 特筆すべき事項はございません。 

（9）最近3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 ― 平成24年３月期 平成25年３月期 

純資産 － 357 △24,777

総資産 － 16,541 67,733

1株当たり純資産 － 0.0119 △0.8259

売上高 － － －

営業利益 － △29,643 △25,134

経常利益 － △29,643 △25,134

当期純利益 － △29,643 △25,134

1株当たり当期純利益 － △0.9881 △0.8378

1株当たり配当金 － － －

（単位：シンガポールドル。） 

（注）１.設立後3年が経過してない為、「最近3年間の経営成績及び財政状態」は2期分の記載となっ

ております。 

２.参考為替レート：１シンガポールドル＝77.66円 

 

４.日程 

異動日 ：平成25年７月１日（本株式交換の効力発生日） 

 

５.取得株式数 

（a）グローバル インベストメント マネジメント株式会社 

(1) 異動前 ：0株 (0％) 

(2) 取得株式数  ：200株（間接所有） 

(3) 異動後  ：200株（間接所有 100％） 

（b）WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD. 

(1) 異動前 ：0％ 

(2) 取得株式数  ：間接所有51％ 

(3) 異動後  ：間接所有 51％ 



 

６.今後の見通し 

当社は本株式交換により、グループ全体として WM 社及び GIM 社が展開する金融サービス事業に再進出

することが可能となり、既存事業とのシナジー効果も期待できることから、本株式交換は当社の企業価値

の向上に資するものと考えております。 

なお、現時点では業績に与える影響等につきましては確定しておりませんが、本株式交換の影響を踏ま

えた事業計画を策定後、速やかに業績予想を開示いたします。 

以上 


