
 
平成 18 年５月 16 日 

各  位 
会 社 名   株 式 会 社 東 栄 住 宅 
代表者の役職名   代表取締役社長 佐々野俊彦 

（コード番号：８８７５ 東証第一部） 
問い合わせ先    常務取締役管理本部長兼財務部長  柴田英夫  
電 話 番 号   ０４２－４６３－８８４５  

 

 
会社分割（簡易分割）に関するお知らせ 

 

 平成 18 年５月 16 日開催の当社取締役会において、平成 18 年７月１日を分割期日として、下記

のとおり会社分割（簡易分割）により、当社の戸建事業本部において行っております７営業販売

部門における事業を 100％子会社であるブルーミング・ガーデン住宅販売株式会社に承継するこ

とを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記  

 

１．会社分割の目的 

  当社は、戸建分譲事業を中心とした不動産分譲事業を展開しておりますが、一方で子会社の存

在感が高まってきており、自社一貫体制からグループ一貫体制への経営に移行しつつあります。 

このような状況を踏まえ、グループ基盤の更なる強化と効率性を図るために、当社の営業販売

部門のうち７支店を会社分割の手法により、100％子会社であるブルーミング・ガーデン住宅販売

株式会社に承継することを決定いたしました。 

 これにより、承継会社においては事業運営上の自由度が高まることによる意思決定の迅速化が

図られるとともに、戸建分譲事業から派生する周辺業務の事業拡大など、機動力や競争力の向上

が期待され、当社グループ全体においても総合力の強化が図られ、結果的にグループにおける企

業価値の持続的向上が期待されます。 

 

２．会社分割の内容 

（１） 分割の日程 

    分割契約書承認取締役会  平成 18 年５月 16 日 

    分割契約書調印      平成 18 年５月 17 日 

    分割期日         平成 18 年７月１日（予定） 

    分割登記         平成 18 年７月 3 日（予定） 

 

 

 

 

 

 



 
（２） 分割方式 

① 分割方式 

当社を分割会社とし、当社子会社であるブルーミング・ガーデン住宅販売株式会社を承

継会社とした吸収分割です。なお、当社においては会社法第 784 条第３項に定められる、

株主総会を省略した簡易分割によることとします。 

  ② 当分割方式を採用した理由 

機動的な事業の承継及びグループでの連携を緊密に行うことができるため、同方式を採

用いたします。 

（３） 株式の割当に関する理由 

承継会社であるブルーミング・ガーデン住宅販売株式会社は当社の 100％子会社であり、

本分割に際して承継会社が発行する普通株式 10 株はすべて当社に割当てられます。 

（４） 効力発生日及び株券交付日 

     平成 18 年７月１日（予定） 

（５） 承継会社が承継する権利義務 

    承継会社は本件分割対象事業を遂行する上で必要と判断される資産・負債、契約上の地

位を含むすべての権利・義務を承継します。 

（６） 債務履行の見込み 

  分割会社においては本件分割後も資産の額が負債の額を大きく上回ることが見

込まれること並びに事業活動においても負担する債務の履行に支障を及ぼす

事態の発生は現在予想されていないことから、分割期日以降に履行期が到来す

る債務につき、債務の履行の見込みがあるものと判断しております。 

  承継会社においては、平成 18 年 4 月 30 日現在の貸借対照表における資産の

額は 134 百万円、負債の額は 130 百万円で、約 4 百万円の資産超過となってい

ます。その後、承継会社では、費用が収益を上回り、当決算期中において短期

的に債務超過となる見込みですが、本件分割後は、本件分割対象事業の承継に

よる収益計上が予測され、承継会社の債務超過は平成 18 年 11 月ころには解消

されるものと予想されます。また、それに至る経過期間においても分割会社に

よる貸付けによって承継会社の弁済資金を供給することを予定していること

から、分割期日以降に履行期が到来する債務につき、債務の履行の見込みがあ

る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 

本分割により新たに就任する役員はおりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
３．会社分割の当事会社の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立年月日
本店所在地
代　表　者
資　本  金

発行済株式数
純　資　産
総　資　産
決　算  期
従 業 員 数
主要取引先

(株)バンブーフィールド　　　　　　27.83% (株)東栄住宅 100.00%
(有)一商事　　　　　　　　　　　　   13.97%
佐々野　俊彦　　           　  　　　　8.82%
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株)       4.64%

大株主の構成 日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株) 3.65%
及　　　 び ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰｲﾝｸ 3.47%
持 株 比 率 みずほキャピタル(株) 2.08%

資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行（株） 1.45%

飯田　一男 1.25%

※株式会社東栄住宅及びﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ住宅販売株式会社の数値は平成18年1月31日現在のものです。

一般顧客

主要取引銀行 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行、横浜銀行、千葉銀行

みずほ銀行

一般顧客

1.26%ｴｲﾁｴｽﾋﾞｰｼｰﾊﾞﾝｸﾋﾟｰｴﾙｼｰｸﾗｲｱﾝﾂﾉﾝ
ﾀｯｸｽﾄﾘｰﾃｨ

30百万円
67百万円
1月31日
23名

事 業 内 容 住宅の設計・施工及び分譲並びにそれらに
関連する事業

不動産の売買及び仲介並びにそれらに関連
する事業

商  　　号
株 式 会 社 東 栄 住 宅

（分割会社）

98,371百万円
1月31日
597名

ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ住宅販売株式会社
（承継会社）

平成17年7月1日
東京都新宿区西新宿一丁目7番1号
代表取締役社長　　外薗　輝美

50百万円
1,040株

当事会社の関係

昭和26年3月10日

代表取締役社長　　佐々野　俊彦
7,782百万円
26,897,956株

東京都西東京市芝久保町四丁目26番3号

資本関係 ： 承継会社は分割会社の完全子会社です。
人的関係 ： 分割会社の取締役２名及び監査役1名は承継会社の役員を兼務しております
取引関係 ： 事務所用不動産の賃貸、不動産販売委託等

37,906百万円

最近3決算期間の業績 (単位：百万円)

決　　算　　期 平成16年1月期 平成17年1月期 平成18年1月期
売　　上　　高 128,235 139,303 135,701
営　業　利　益 8,640 9,749 7,393
経　常　利　益 7,786 9,023 6,700
当 期 純 利 益 4,213 5,283 3,854

一株当たり当期純利益 270.66円 203.55円 142.88円
一株当たり配当金 50.00円 54.00円 46.00円
一株当たり純資産 1,327.06円 1,312.70円 1,409.19円

最近3決算期間の業績 (単位：千円)

決　　算　　期 平成16年1月期 平成17年1月期 平成18年1月期
売　　上　　高 238
営　業　利　益 △ 30,043
経　常　利　益 △ 29,921
当 期 純 利 益 △ 21,442

一株当たり当期純利益 △21,378.29円
一株当たり配当金
一株当たり純資産 29,000.00円

※承継会社のブルーミング・ガーデン住宅販売株式会社は、平成17年７月１日に設立の為、平成16年

１月期及び平成17年１月期の確定した業績はございません。

東栄住宅（分割会社）

ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ住宅販売（承継会社）



 
４．承継部門の内容 

（１） 承継部門の事業内容 

  当社の戸建事業本部において遂行しております７営業販売部門における事業 

           １．東京事業部  中野支店 

           ２．東京事業部  吉祥寺支店 

           ３．東京事業部  大泉学園支店 

４．埼玉事業部  浦和支店 

５．神奈川事業部 町田支店 

           ６．神奈川事業部 横浜支店 

           ７．千葉事業部  船橋支店 

 

（２）承継部門の最近に終了した事業年度における売上高及び経常利益（平成 18 年１月期） 

 分割事業部門（A） 提出会社（B） 比率（A）/(B) 

売上高 16,886 百万円 135,701 百万円 12.4% 

経常利益 331 百万円 6,700 百万円 4.9% 

（注）承継する７営業販売部門につきましては、平成 18 年１月 26 日付の組織変更により、

業務内容を販売代理業務のみ（従来は分譲業務）に変更しており、当事業年度第１四

半期（平成 18 年２月から４月まで）の売上高は 143 百万円となっております。 

 

（３） 承継部門の資産・負債の項目及び金額（平成 18 年６月 30 日予想簿価） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 57 百万円 流動負債 42 百万円 

固定資産 9 百万円 固定負債 23 百万円 

合計 66 百万円 合計 66 百万円 

 

５．会社分割後の状況 

  商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。 

６．会計処理の概要 

  ブルーミング・ガーデン住宅販売株式会社（承継会社）は株式会社東栄住宅（分割会社）の

100％子会社であり、共通支配下の取引となるため、分割会社の資産及び負債は、承継会社に

おいても、分割会社における当該資産および負債の適正な帳簿価額にて計上されます。 

７．分割会社の新株予約権又は新株予約権付社債の取扱い 

 分割会社の新株予約権は、現状のまま維持されます。分割会社が発行している新株予約権付

社債はございません。 

８．当社業績等への影響 

  （１）分割後の業績見通し 

   個別業績に与える影響は僅少であります。 

 （２）分割後の連結業績見通し 

 連結業績に与える影響は僅少であります。                 以上 


