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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、平成28年５月27日開催の当社取締役会において、当社が運営するクロムハーツ事業に関連する権利義務を、

簡易吸収分割（以下「本会社分割」といいます。）の方法により、当社が新たに設立する合同会社（以下「ＣＨ新会

社」といいます。）に対して承継することを決議したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第２項第７号に基づき、平成28年５月27日に臨時報告書（以下「本臨時報告書」といいます。）

を提出しました。

　また、本会社分割により、ＣＨ新会社が当社の特定子会社になる可能性があるため、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づき、本臨時報告書を提出しました。

　さらに、当社は同取締役会において、ＣＨ新会社の持分譲渡に係る決議をしたところ、当該異動が特定子会社の異動

に該当する可能性があるため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第３号に基づき、本臨時報告書を提出しました。

　今般、本臨時報告書の記載事項に一部変更がありましたので、金融商品取引法第24条の５第５項に基づき、本臨時報

告書の訂正報告書を提出するものです。

 

２【訂正事項】

１．本会社分割

(1）本会社分割の相手会社に関する事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

(3）本会社分割の方法、本会社分割に係る割当ての内容、その他吸収分割契約の内容

③　その他の吸収分割契約の内容等

イ．本会社分割の日程

(5）本会社分割の後の承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産

の額及び事業の内容

２．特定子会社の異動（その１）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

３．特定子会社の異動（その２）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

 

３【訂正内容】

　訂正箇所は、下線を付して表示しています。

 

　　（訂正前）

１．本会社分割

(1）本会社分割の相手会社に関する事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 CHROME HEARTS JP合同会社（予定）

本店の所在地 東京都中央区銀座五丁目４番９号

代表者の氏名 竹田　光広

資本金の額 10,000円（予定）

純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・仕入および販売

（注）　本会社分割の相手会社（ＣＨ新会社）は、平成28年７月中を目途に、当社を唯一の社員とする合同会社として

設立される予定です。
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②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

　本年７月中を目途に設立予定のため、該当事項はありません。

 

＜中略＞

 

④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社の100％子会社として設立される予定です。

人的関係
本会社分割に際して、クロムハーツ事業に従事する当社の従業員が、ＣＨ新会社に出向予

定です。

取引関係

本会社分割以降、当社からＣＨ新会社に対してその事業運営に関するサポート・サービス

を提供するほか、ＣＨ新会社は当社に対してクロムハーツ製品の卸売りを行うなど、当社

及びＣＨ新会社の間では、グループ会社として一定の取引関係が生じる予定です。

 

＜中略＞

 

(3）本会社分割の方法、本会社分割に係る割当ての内容、その他吸収分割契約の内容

 

＜中略＞

 

③　その他の吸収分割契約の内容等

イ．本会社分割の日程

吸収分割契約書承認取締役会（当社） 平成28年７月下旬（予定）

吸収分割契約書締結 平成28年７月下旬（予定）

吸収分割の予定日（効力発生日） 平成28年10月１日（予定）

（注）①　本会社分割は会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割に該当するため、吸収分割の承認に関する当社の

株主総会は開催しません。

②　本会社分割に関して必要となる政府許認可（もしあれば）又は契約の相手方の承諾等が取得できない場合に

は、本会社分割は、延期又は中止される可能性があります。

 

＜中略＞

 

(5）本会社分割の後の承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産

の額及び事業の内容

商号 CHROME HEARTS JP合同会社（予定）

本店の所在地 東京都中央区銀座五丁目４番９号

代表者の氏名 竹田　光広

資本金の額 現時点では確定していません。

純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・仕入および販売
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２．特定子会社の異動（その１）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

商号 CHROME HEARTS JP合同会社（予定）

本店の所在地 東京都中央区銀座五丁目４番９号

代表者の氏名 竹田　光広

資本金の額 10,000円（予定）

純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・仕入および販売

（注）　当該会社（ＣＨ新会社）は、平成28年７月中を目途に、当社を唯一の社員とする合同会社として設立される予

定です。

 

＜中略＞

 

３．特定子会社の異動（その２）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

商号 CHROME HEARTS JP合同会社（予定）

本店の所在地 東京都中央区銀座五丁目４番９号

代表者の氏名 竹田　光広

資本金の額 現時点では確定していません。

純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・仕入および販売

（注）　上記「２．特定子会社の異動（その１）」に記載のとおり、当該会社（ＣＨ新会社）は、平成28年７月中を目

途に、当社を唯一の社員とする合同会社として設立された上で、その後、当社との間の吸収分割により、当社

のクロムハーツ事業に関連する権利義務を承継する予定です。

 

＜中略＞

 

　　（訂正後）

１．本会社分割

(1）本会社分割の相手会社に関する事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 CHROME HEARTS JP合同会社

本店の所在地 東京都中央区銀座五丁目４番９号

代表者の氏名 竹田　光広

資本金の額 10,000円

純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・仕入および販売
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②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

　本年７月１日に設立されたため、該当事項はありません。

 

＜中略＞

 

④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社の100％子会社です。

人的関係
本会社分割に際して、クロムハーツ事業に従事する当社の従業員が、ＣＨ新会社に出向予

定です。

取引関係

本会社分割以降、当社からＣＨ新会社に対してその事業運営に関するサポート・サービス

を提供するほか、ＣＨ新会社は当社に対してクロムハーツ製品の卸売りを行うなど、当社

及びＣＨ新会社の間では、グループ会社として一定の取引関係が生じる予定です。

 

＜中略＞

 

(3）本会社分割の方法、本会社分割に係る割当ての内容、その他吸収分割契約の内容

 

＜中略＞

 

③　その他の吸収分割契約の内容等

イ．本会社分割の日程

吸収分割契約書承認取締役会（当社） 平成28年７月29日

吸収分割契約書締結 平成28年７月29日

吸収分割の予定日（効力発生日） 平成28年10月１日（予定）

（注）①　本会社分割は会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割に該当するため、吸収分割の承認に関する当社の

株主総会は開催しません。

②　本会社分割に関して必要となる政府許認可（もしあれば）又は契約の相手方の承諾等が取得できない場合に

は、本会社分割は、延期又は中止される可能性があります。

 

＜中略＞

 

(5）本会社分割の後の承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産

の額及び事業の内容

商号 CHROME HEARTS JP合同会社

本店の所在地 東京都中央区銀座五丁目４番９号

代表者の氏名 竹田　光広

資本金の額 現時点では確定していません。

純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・仕入および販売
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２．特定子会社の異動（その１）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

商号 CHROME HEARTS JP合同会社

本店の所在地 東京都中央区銀座五丁目４番９号

代表者の氏名 竹田　光広

資本金の額 10,000円

純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・仕入および販売

（注）　当該会社（ＣＨ新会社）は、平成28年７月１日に、当社を唯一の社員とする合同会社として設立されました。

 

＜中略＞

 

３．特定子会社の異動（その２）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

商号 CHROME HEARTS JP合同会社

本店の所在地 東京都中央区銀座五丁目４番９号

代表者の氏名 竹田　光広

資本金の額 現時点では確定していません。

純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・仕入および販売

（注）　上記「２．特定子会社の異動（その１）」に記載のとおり、当該会社（ＣＨ新会社）は、平成28年７月１日

に、当社を唯一の社員とする合同会社として設立されています。その後、当社との間の吸収分割により、当社

のクロムハーツ事業に関連する権利義務を承継する予定です。

 

＜中略＞

 

以　上
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