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資産運用会社の親会社及び特定関係法人の異動に関するお知らせ 

 

大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会

社である大江戸温泉アセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）について、

以下のとおり親会社及び特定関係法人に異動が生じましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 異動に至った経緯 

本資産運用会社の親会社である株式会社ＢＣＪ－２９及び株式会社 OOMインベストメンツ（注）は、

組織効率化を目的として、2022 年 7 月 1 日を効力発生日とする株式会社 OOM インベストメンツを吸収

合併存続会社、株式会社 OOM インベストメンツの 100％子会社である株式会社ＢＣＪ－２９を吸収合併

消滅会社とする吸収合併を、2022年 5月 23日に決定し、実行したとの通知を受けました。 

その結果、株式会社 OOM インベストメンツは、本資産運用会社の親会社及び特定関係法人に引き続

き該当するものの、株式会社ＢＣＪ－２９は、本資産運用会社の親会社及び特定関係法人に該当しな

くなりました。 

なお、かかる本資産運用会社の親会社及び特定関係法人の異動後も、本資産運用会社の現在の経営

陣に変更はなく、本投資法人の投資・運用方針等に関して変更は予定していません。 

（注） 2022年 5月 27日付で合同会社 OOMインベストメンツは、社会的信用度拡大を目的として株式

会社 OOMインベストメンツに組織変更を行っています。 

 

2. 異動後の親会社及び特定関係法人の概要 

株式会社 OOMインベストメンツ 

（本資産運用会社の親会社及び特定関係法人に引き続き該当する会社） 

   ① 名称 : 株式会社 OOMインベストメンツ 

  ② 所在地 : 東京都千代田区丸の内一丁目 6番 5号 

  ③ 代表者 : 代表取締役 松澤 和浩 

  ④ 事業内容 : 会社の株式又は持分の取得、保有、管理及び売買 

  ⑤ 資本金 : 301百万円（2022年 8月 2日現在） 

 ⑥ 設立年月日 : 2022年 1月 5日 

  ⑦ 純資産 : 30,311 百万円 

  ⑧ 総資産 : 71,812 百万円 
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  ⑨ 大株主及び 

持株比率 

: LSREF VI ホット・スプリング・デジグネイティド・アクティビティ・カ

ンパニー（LSREF VI Hot Spring Designated Activity Company） 100% 

（2022 年 8月 2日現在） 

  ⑩ 
   
   

投資法人・資産運用会社と当該会社との関係 

資本関係 : 本日現在、本投資法人と当該会社の間には、特筆すべき資本関係はあり

ません。 

なお、当該会社は、本日現在、本資産運用会社の親会社及び特定関係法

人に該当し、本吸収合併後も、本資産運用会社の親会社及び特定関係法

人に引き続き該当します。 

人的関係 : 本日現在、本投資法人及び本資産運用会社と当該会社の間には、特筆す

べき人的関係はありません。 

取引関係 : 本日現在、本投資法人及び本資産運用会社と当該会社との間には、特筆

すべき取引関係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

: 本日現在、当該会社は、本投資法人の関連当事者に該当しません。な

お、当該会社は、本資産運用会社の関連当事者に該当します。 

 

株式会社ＢＣＪ－２９ 

（本資産運用会社の親会社及び特定関係法人に該当しなくなった会社） 

   ① 名称 : 株式会社ＢＣＪ－２９ 

  ② 所在地 : 東京都千代田区丸の内一丁目 1番 1号 

  ③ 代表者 : 代表取締役 杉本 勇次 

  ④ 事業内容 : 会社の株式又は持分の所有  

  ⑤ 資本金 : 100百万円（2022年 8月 2日現在） 

 ⑥ 設立年月日 : 2014年 9月 25日 

  ⑦ 純資産 : 2,992百万円 

  ⑧ 総資産 : 66,847 百万円 

  ⑨ 大株主及び 

持株比率 

: 株式会社 OOMインベストメンツ 100％ 

（2022 年 8月 2日現在） 

 

  ⑩ 

   

   

投資法人・資産運用会社と当該会社との関係 

資本関係 : 本日現在、本投資法人と当該会社の間には、特筆すべき資本関係はあり

ません。 

当該会社は、本吸収合併以前において、本資産運用会社の親会社及び特

定関係法人に該当しましたが、本吸収合併により、本資産運用会社の親

会社及び特定関係法人に該当しないこととなります。 

人的関係 : 本日現在、本投資法人及び本資産運用会社と当該会社の間には、特筆す

べき人的関係はありません。 

取引関係 : 本日現在、本投資法人及び本資産運用会社と当該会社との間には、特筆

すべき取引関係はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

: 本日現在、当該会社は、本投資法人及び本資産運用会社の関連当事者に

該当しません。 

 

3. 異動年月日 
2022年 7月 1日 

 

4. 当該会社の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合 
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株式会社 OOMインベストメンツ 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
親会社 

（特定関係法人） 
― 

200個 

（100.0％） 

200個 

（100.0％） 
第１位 

異動後 
親会社 

（特定関係法人） 
― 

200個 

（100.0％） 

200個 

（100.0％） 
第１位 

 

株式会社ＢＣＪ－２９ 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 
親会社 

（特定関係法人） 
― 

200個 

（100.0％） 

200個 

（100.0％） 
第１位 

異動後 該当なし ― ― ― ― 

 

5. 今後の見通し 

(1) 投資法人の資産運用委託契約の変更内容 

本日現在、変更の予定はありません。 

 

(2) 資産運用会社の機構の変更内容 

本日現在、変更の予定はありません。 

 

(3) 投資運用の意思決定機構の変更内容 

本日現在、変更の予定はありません。 

 

(4) コンプライアンス・利害関係者等に関するルールの変更内容 

本日現在、変更の予定はありません。 

 

(5) 投資方針の変更内容 

本日現在、変更の予定はありません。 

 

(6) スポンサー等との契約の変更内容 

本日現在、変更の予定はありません。 

 

(7) 投資法人の上場の継続の見込み 

上場を継続する予定です。 

 

(8) 今後の方針等 

今後、本件に関し、本投資法人及び本資産運用会社の業務遂行について開示すべき事項があれ

ば、速やかにお知らせいたします。 

 

なお、本件に関しては、金融商品取引法その他の関連法令に従い、必要な届出等の手続を行います。 

 

以上 

 
※本投資法人のホームページアドレス：https://oom-reit.com/ 

  

https://oom-reit.com/
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＜ご参考：本資産運用会社の親会社及び本投資法人の特定関係法人に関する資本関係図＞ 

 

 変更前 

 

 LSREF VIホット・スプリング・ 

デジグネイティド・アクティビティ・カンパニー 

 

100% 

 

株式会社 OOMインベストメンツ 

 

 

       100％ 

 

株式会社ＢＣＪ－２９ 

 

       100％ 

 

大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 

 

       100％ 

 

大江戸温泉物語株式会社 

 

       100％ 

 

大江戸温泉アセットマネジメント株式会社 

（本資産運用会社） 
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変更後 

 

 LSREF VIホット・スプリング・ 

デジグネイティド・アクティビティ・カンパニー 

 

100% 

 

株式会社 OOMインベストメンツ 

 

 

       100% 

 

大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 

 

       100％ 

 

大江戸温泉物語株式会社 

 

       100％ 

 

大江戸温泉アセットマネジメント株式会社 

（本資産運用会社） 
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