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子会社の会社分割等に関するお知らせ 

 
当社は、平成１８年１月２７日付けで、当社の連結子会社である藤田観光ワシントンホテル㈱を分割

会社とした会社分割（吸収分割）を行うことについてお知らせしましたが、本日付で分割登記を行いま

したのでお知らせいたします。なお、当該会社分割の内容は下記のとおりです。 
記 

 
1. 会社分割等の目的 

ワシントンホテル事業は、当社収益の柱であり、現在取り組んでいる事業改革（３カ年中期計画）

においても利益最大化を目指す事業として位置づけております。今回利益最大化を図る一環として、

地域におけるワシントンホテル事業の競争力をより強化し、また、独立採算制組織を明確にするため

に、仙台、宇都宮、秋田、長崎、新潟、沖縄、福井の７つのワシントンホテルを経営する藤田観光ワ

シントンホテル㈱を地域ごとに分割することといたしました。なお、既にお知らせしたとおり藤田観

光ワシントンホテル㈱は会社分割後、解散いたします。また、㈱成田ワシントンホテルサービスは成

田エアポートワシントンホテルを譲渡するため解散いたします。 
 
2. 会社分割の要旨 
（1）分割の日程    

藤田観光㈱での取締役会決議              平成１８年１月２７日 
分割会社・承継会社での分割契約書承認取締役会     平成１８年１月２７日 
分割会社・承継会社での分割契約書調印         平成１８年１月２７日 
藤田観光ワシントンホテル㈱での成田エアポートワシントンホテル固定資産売買契約締結  

平成１８年１月３０日 
分割会社・承継会社での分割契約書承認株主総会       平成１８年 2月１３日 
藤田観光㈱の藤田観光ワシントンホテル㈱に対する債権放棄             

平成１８年３月３１日 
藤田観光ワシントンホテル㈱の分割期日（宇都宮、長崎、新潟、秋田、沖縄、福井事業部門） 
                           平成１８年４月１日 
承継会社（宇都宮、長崎、新潟、秋田、沖縄、福井の各㈱ワシントンホテルサービス）分割登記 

平成１８年４月 3日            



藤田観光ワシントンホテル㈱分割期日（仙台事業部門）  平成１８年５月１日 
承継会社（㈱仙台ワシントンホテルサービス）の分割登記 平成１８年５月１日 
藤田観光㈱による承継会社７社への増資         平成１８年 5月３１日           
藤田観光ワシントンホテル㈱、㈱成田ワシントンホテルサービスの解散 

                             平成１８年６月３０日 
  
（2）分割方式 
   当社の 100％子会社である藤田観光ワシントンホテル株式会社を分割会社とし、当社 100％子会

社である仙台、宇都宮、長崎、新潟、秋田、沖縄、福井の各㈱ワシントンホテルサービスを承継会

社とする分割型吸収分割です。 
 
（3）株式の割当 
   分割会社と承継会社は共に当社の 100％子会社であるため、本件会社分割に際して、株式の割当
は行いません。 

 
（4）分割交付金 
   本件会社分割に際して、分割交付金の支払いは行いません。 
 
（5）承継会社が承継する権利義務 
   本件会社分割に際して、分割会社と承継会社との間で結ばれた分割契約書に基づき発生する分割

会社が営んでいるホテル事業部門の権利義務を承継します。 
 
（6）債務履行の見込み 
   本件会社分割に際して、分割会社および承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに

問題はないものと判断しております。 
 
（7）承継会社に新たに就任する役員 
   本件会社分割に際して、分割会社から新たに就任する役員はおりません。 
 
分割型吸収分割の概要は以下のとおりとなります。 

＜分割会社＞ ＜承継会社＞

㈱宇都宮ワシントンホテルサービス

㈱仙台ワシントンホテルサービス

㈱福井ワシントンホテルサービス

㈱沖縄ワシントンホテルサービス

㈱秋田ワシントンホテルサービス

㈱新潟ワシントンホテルサービス

㈱長崎ワシントンホテルサービス

㈱成田ワシントンホテルサービス

秋田ワシントンホテル

沖縄ワシントンホテル

福井ワシントンホテル

成田エアポートワシントンホテル

藤
田
観
光
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
㈱

仙台ワシントンホテル

宇都宮ワシントンホテル

長崎ワシントンホテル

新潟ワシントンホテル

 



3. 分割当事会社の概要 
（1）分割会社の概要 

項目 内容

（1）商号 藤田観光ワシントンホテル株式会社

（2）事業内容 ホテルの営業

（3）設立年月日 平成3年2月4日

（4）本店所在地 東京都港区海岸1-9-15

（5）代表者 田口　泰一

（6）資本金 350百万円

（7）発行済株式総数 7000株

（8）決算期 12月31日

（9）主要取引先 一般顧客

（10）大株主及び持ち株比率 藤田観光株式会社100％

 
（2）分割会社の直近３ヵ年決算期間業績 

藤田観光ワシントンホテル㈱
平成14年
12月期

平成15年
12月期

平成16年
12月期

決算期 12月31日 12月31日 12月31日

売上高（百万円） 8,589 7,430 7,025

営業利益（百万円） ▲71 ▲43 ▲293

経常利益（百万円） ▲78 ▲48 ▲279

当期純利益（百万円） ▲312 ▲62 ▲324

１株当たり当期純利益（円） ▲44,571 ▲8,857 ▲46,286

1株当たり配当金（円） - - -

１株当たり株主資本（円） ▲9,714 ▲18,429 ▲64,857

 
（3）承継会社の概要 

項目 内容 内容 内容

（1）商号 株式会社仙台ワシントンホテルサービス 株式会社宇都宮ワシントンホテルサービス 株式会社長崎ワシントンホテルサービス

（2）事業内容 ホテルの経営及び運営受託 ホテルの経営及び運営受託 ホテルの経営及び運営受託

（3）設立年月日 平成13年12月21日 平成13年12月28日 平成13年12月27日

（4）本店所在地 仙台市青葉区大町二丁目2番10号 栃木県宇都宮市本町4番11号 長崎市新地町9番1号

（5）代表者 中曽根　一夫 福島　高治 木村　修二

（6）資本金 10百万円 10百万円 10百万円

（7）発行済株式総数 200株 200株 200株

（8）決算期 12月31日 12月31日 12月31日

（9）大株主及び持ち株比率 藤田観光株式会社100％ 藤田観光株式会社100％ 藤田観光株式会社100％

項目 内容 内容 内容

（1）商号 株式会社新潟ワシントンホテルサービス 株式会社秋田ワシントンホテルサービス 株式会社沖縄ワシントンホテルサービス

（2）事業内容 ホテルの経営及び運営受託 ホテルの経営及び運営受託 ホテルの経営及び運営受託

（3）設立年月日 平成13年12月25日 平成13年12月25日 平成13年12月25日

（4）本店所在地 新潟市笹口1丁目1番地 秋田市大町二丁目2番12号 那覇市久米二丁目32番2号

（5）代表者 中曽根　一夫 菊池　勇咲 西牧　剛夫

（6）資本金 10百万円 10百万円 10百万円

（7）発行済株式総数 200株 200株 200株

（8）決算期 12月31日 12月31日 12月31日

（9）大株主及び持ち株比率 藤田観光株式会社100％ 藤田観光株式会社100％ 藤田観光株式会社100％  



項目 内容

（1）商号 株式会社福井ワシントンホテルサービス

（2）事業内容 ホテルの経営及び運営受託

（3）設立年月日 平成13年12月27日

（4）本店所在地 福井市大手三丁目12番20号

（5）代表者 久保　雅晴

（6）資本金 10百万円

（7）発行済株式総数 200株

（8）決算期 12月31日

（9）大株主及び持ち株比率 藤田観光株式会社100％  
 

資本関係：
分割会社である藤田観光ワシントンホテル株式会社と承継会社
7社は藤田観光株式会社の100％子会社です。

人的関係：
承継会社7社の役員は藤田観光ワシントンホテル株式会社の役
員を兼務しております。

取引関係：
承継会社７社は藤田観光ワシントンホテル株式会社のホテル業
の運営受託をしております。

（10）当時会社の関係

 
 
（4）承継会社の直近 3ヵ年決算期間業績 

㈱仙台ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ
平成14年
12月期

平成15年
12月期

平成16年
12月期

㈱宇都宮ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ
平成14年
12月期

平成15年
12月期

平成16年
12月期

決算期 12月31日 12月31日 12月31日 決算期 12月31日 12月31日 12月31日

売上高（百万円） 441 276 262 売上高（百万円） 215 140 122

営業利益（百万円） ▲2 ▲2 ▲2 営業利益（百万円） ▲0 ▲0 ▲0

経常利益（百万円） ▲1 13 0 経常利益（百万円） ▲0 7 1

当期純利益（百万円） ▲52 70 ▲2 当期純利益（百万円） ▲22 31 ▲1

１株当たり当期純利益（円） ▲259,685 347,693 ▲8,125 １株当たり当期純利益（円） ▲111,886 155,335 ▲6,897

１株当たり配当金（円） - - - １株当たり配当金（円） - - -

１株当たり株主資本（円） ▲209,685 138,007 129,883 １株当たり株主資本（円） ▲61,886 93,449 86,552

㈱長崎ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ
平成14年
12月期

平成15年
12月期

平成16年
12月期

㈱新潟ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ
平成14年
12月期

平成15年
12月期

平成16年
12月期

決算期 12月31日 12月31日 12月31日 決算期 12月31日 12月31日 12月31日

売上高（百万円） 157 162 160 売上高（百万円） 251 237 227

営業利益（百万円） ▲0 ▲0 ▲0 営業利益（百万円） ▲0 0 ▲0

経常利益（百万円） ▲0 7 ▲0 経常利益（百万円） ▲0 11 0

当期純利益（百万円） ▲19 24 0 当期純利益（百万円） ▲16 16 0

１株当たり当期純利益（円） ▲93,252 120,848 2,388 １株当たり当期純利益（円） ▲80,426 81,578 1,857

１株当たり配当金（円） - - - １株当たり配当金（円） - - -

１株当たり株主資本（円） ▲43,252 77,595 79,987 １株当たり株主資本（円） ▲30,426 51,152 53,009

㈱秋田ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ
平成14年
12月期

平成15年
12月期

平成16年
12月期

㈱沖縄ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ
平成14年
12月期

平成15年
12月期

平成16年
12月期

決算期 12月31日 12月31日 12月31日 決算期 12月31日 12月31日 12月31日

売上高（百万円） 204 190 189 売上高（百万円） 99 101 107

営業利益（百万円） ▲0 ▲0 ▲0 営業利益（百万円） ▲0 0 0

経常利益（百万円） ▲0 9 ▲0 経常利益（百万円） ▲0 5 0

当期純利益（百万円） ▲19 23 ▲0 当期純利益（百万円） ▲13 17 0

１株当たり当期純利益（円） ▲94,181 112,753 ▲1,383 １株当たり当期純利益（円） ▲64,323 86,281 1,108

１株当たり配当金（円） - - - １株当たり配当金（円） - - -

１株当たり株主資本（円） ▲44,181 68,570 67,188 １株当たり株主資本（円） ▲1,432 71,958 73,065

㈱福井ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙｻｰﾋﾞｽ
平成14年
12月期

平成15年
12月期

平成16年
12月期

決算期 12月31日 12月31日 12月31日

売上高（百万円） 318 301 284

営業利益（百万円） ▲0 ▲0 ▲0

経常利益（百万円） ▲0 15 0

当期純利益（百万円） ▲24 34 2

１株当たり当期純利益（円） ▲118,517 ▲170,551 10,385

１株当たり配当金（円） - - -

１株当たり株主資本（円） ▲68,515 102,034 112,420  
 



4. 分割する事業部門の内容 
（1）各部門事業の内容 
  仙台ワシントンホテル部門、宇都宮ワシントンホテル部門、長崎ワシントンホテル部門、新潟ワシ

ントンホテル部門、秋田ワシントンホテル部門、沖縄ワシントンホテル部門、福井ワシントンホテ

ル部門が営んでいるホテル業。 
 
（2）分割事業部門の平成 16年 12月期における経営成績           （単位：百万円） 

仙台 宇都宮 長崎 新潟

ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ

事業部門 事業部門 事業部門 事業部門

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）

売上高 1,097 17.5 462 7.4 735 11.7 1,001 16.0

営業利益 △ 76 - 28 - △ 37 - △ 105 -

経常利益 △ 79 - 29 - △ 37 - △ 77 -

比率（％）
（Ａ/Ｈ）

比率（％）
（Ｂ/Ｈ）

比率（％）
（Ｃ/Ｈ）

比率（％）
（Ｄ/Ｈ）

 
秋田 沖縄 福井 分割事業部門計

ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 平成17年12月期

事業部門 事業部門 事業部門 実績

（Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ）

売上高 847 13.5 469 7.5 1,654 26.4 6,265

営業利益 △ 48 - △ 7 - △ 53 - △ 297

経常利益 △ 47 - △ 7 - △ 61 - △ 280

比率（％）
（Ｅ/Ｈ）

比率（％）
（Ｆ/Ｈ）

比率（％）
（Ｇ/Ｈ）

 
 
（3）分割事業部門の資産、負債項目および金額（平成 16年 12月期）      （単位：百万円） 

項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額
流動資産 115 流動負債 780 流動資産 47 流動負債 62
固定資産 409 固定負債 178 固定資産 112 固定負債 39
投 資 等 177 資本の部 ▲ 257 投 資 等 92 資本の部 150
合　　　計 701 合　　　計 701 合　　　計 251 合　　　計 251

項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額
流動資産 46 流動負債 177 流動資産 501 流動負債 126
固定資産 110 固定負債 26 固定資産 92 固定負債 9
投 資 等 308 資本の部 261 投 資 等 160 資本の部 618
合　　　計 464 合　　　計 464 合　　　計 753 合　　　計 753

項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額
流動資産 69 流動負債 318 流動資産 92 流動負債 91
固定資産 137 固定負債 14 固定資産 33 固定負債 5
投 資 等 124 資本の部 ▲ 1 投 資 等 38 資本の部 66
合　　　計 330 合　　　計 330 合　　　計 162 合　　　計 162

項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額 項　　　目 帳簿価額
流動資産 140 流動負債 1,253 流動資産 1,010 流動負債 2,807
固定資産 162 固定負債 36 固定資産 1,055 固定負債 307
投 資 等 200 資本の部 ▲ 788 投 資 等 1,099 資本の部 49
合　　　計 501 合　　　計 501 合　　　計 3,163 合　　　計 3,163

資産 負債
仙台ワシントンホテル事業部門

長崎ワシントンホテル事業部門
資産 負債

秋田ワシントンホテル事業部門

資産 負債

沖縄ワシントンホテル事業部門
資産

宇都宮ワシントンホテル事業部門
資産 負債

新潟ワシントンホテル事業部門

負債

福井ワシントンホテル事業部門
資産 負債

合　　　　　　　　　計
資産 負債

資産 負債

 
 
5. 分割後の分割会社の状況 
上述のとおり当社子会社、藤田観光ワシントンホテル㈱は会社分割後、解散いたします。 

以  上 


