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連結子会社の吸収合併に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 30 年 1 月 15 日開催の取締役会において、当社の 100%子会社である株式会社 BLOOM 
（以下、「BLOOM」といいます。）を、下記の通り、当社に吸収合併することを決議しましたので、お知らせいた 
します。 
  

 

記 

 

１． 合併の目的 
 

 BLOOM は、「BLOOM」ブランドでオリジナルアクセサリーの企画及び販売を行っております。当社は、平成 25 年 5
月に同社及び同社と同一の事業を行う 2 社の発行済株式の全部を取得し、翌平成 26 年 3 月に 3 社が合併して現在に

至ります。当社は、BLOOM の株式取得後、商品仕入れの共通化、シェアードサービスの提供等を通じて、同社を支援

してまいりましたが、今般、商品企画及び販売面において、当社の展開するブランドとの間のシナジーを一層推進するた

め、同社を吸収合併することといたしました。 

 

２． 合併の要旨 
  

（1）合併の日程      

取締役会決議日（当社および BLOOM） 平成 30 年１月 15 日  
吸収合併契約締結日 平成 30 年１月 15 日  
吸収合併の効力発生日  平成 30 年 3 月 1 日（予定）

  （注）当吸収合併は当社においては会社法第796条第２項の規定に基づく簡易合併であり、ＢＬＯＯＭにお

いては会社法第784条第１項の規定に基づく略式合併に該当するため、いずれも合併契約承認の株主総会決議

を経ず行うものであります。 

   

（2）合併の方式 

   当社を存続する吸収合併であり、ＢＬＯＯＭは解散致します。 

 

（3）合併に係る割当の内容 

   当社はＢＬＯＯＭの発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際して、株式その他金銭等の交付及

び割当はありません。 

 

（4）消滅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 

   該当事項はありません。 



３. 合併当事会社の概要 
（平成29年３月31日現在） 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（1）商号 As-meエステール株式会社 株式会社ＢＬＯＯＭ 

（2）所在地 東京都港区虎ノ門４丁目３番13号 東京都港区虎ノ門４丁目３番13号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 丸山 雅史 代表取締役社長 平野 和良 

（4）事業内容 ジュエリー商品を中心とする製造

及び小売販売等 

オリジナルアクセサリーの企画・販売

等 

（5）資本金 1,571百万円 10百万円 

（6）設立年月日 昭和21年９月４日 平成25年３月27日 

（7）発行済株式数 11,459,223株 200株 

（8）決算期 ３月31日 ３月31日 

（9）従業員数 1,644名 288名 

（10）主要取引先 （仕入先） 

株式会社柏圭 

東京貴宝株式会社 

株式会社エヌジェー 

（仕入先） 

有限会社富士金属工芸社 

株式会社イノウエ 

シチズン宝飾株式会社 

（11）主要取引銀行 みずほ銀行 

商工組合中央金庫 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

（12）上場会社と当該会社の関

係 ― 

当社の完全子会社であります。 

役員の兼務あり。 

当社より資金援助あり。 

（13）大株主及び持株比率 

 

  平成29年 9月末時点 

丸山 朝     23.23％ 

株式会社桑山   4.05％ 

丸山 雅史    2.76％ 

丸山 範子    2.72％ 

As-meエステール 

取引先持ち株会  2.47％ 

As-meエステール株式会社 100％ 

（14）最近３年間の財政状態及び経営成績 

As-meエステール株式会社（連結） 

決算期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 

 純資産 13,245百万円 13,034百万円 13,270百万円 

 総資産 33,454百万円 33,538百万円 32,992百万円 

 １株当たり純資産 1,187.32円 1,168.35円 1,189.55円 

 売上高 33,778百万円 34,000百万円 32,579百万円 

 営業利益 1,037百万円 1,146百万円 1,360百万円 

 経常利益 1,059百万円 1,047百万円 1,292百万円 

 親会社に帰属する 

当期純利益 
722百万円 164百万円 436百万円 

１株あたり当期純利益 64.74円 14.75円 39.14円 

１株当たり配当金 27.00円 24.00円 24.00円 

株式会社ＢＬＯＯＭ（単体） 

決算期 平成27年２月期 平成28年２月期 平成29年３月期 

 純資産 852百万円 495百万円 203百万円 

 総資産 1,696百万円 1,274百万円 1,481百万円 

 １株当たり純資産 4,264,497.03円 2,476,513.04円 1,015,520.89円 



 売上高 3,878百万円 3,599百万円 3,158百万円 

 営業損失（△） △300百万円 △226百万円 △238百万円 

 経常損失（△） △306百万円 △238百万円 △254百万円 

 当期純損失（△） △340百万円 △357百万円 △292百万円 

１株あたり当期純損失（△） △1,702,661.16円 △1,787,983.99円 △1,460,992.16円 

１株当たり配当金 ― ― ― 

（注）ＢＬＯＯＭは、平成 29 年３月期において、決算日を２月 28 日から３月 31 日に変更しており、平成 29

年３月期の業績につきましては、平成28年３月１日から平成29年３月31日までの13ヶ月間の実績でありま

す。 

 

４． 合併後の状況 
 
本合併による、商号、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。 

 

５．会計処理の概要 
 
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ

き、共通支配下の取引として処理いたします。 

 

６．今後の見通し 
 
合併により、ＢＬＯＯＭにおける税効果を認識していない税法上の繰越欠損金が所得控除となり、220百万

円の税金費用の減少を見込んでおります。 

なお、連結業績予想につきましては、現在、精査中でありますが、修正が必要と判断した場合には速やかに

公表いたします。 

 

（参考）平成 30 年 3 月期連結業績予想（平成 29 年 5 月 12 日公表分）および平成 29 年 3 月期連結実績  

 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属

する当期純利益 
平成 30 年 3 月期業績予想 31,850 百万円 1,390 百万円 1,320 百万円 505 百万円

平成 29 年 3 月期実績 32,579 百万円 1,360 百万円 1,292 百万円 436 百万円

 

以 上 


