
                              

平成 18年 5月 24日 

各   位 
会 社 名  アルゼ株式会社 
代表者名  代表取締役会長兼社長 岡田  和生 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６４２５） 
問合せ先  執行役員管理本部長 小林 輝彦 
電 話    03－5530－3055（代表） 

 

会社分割による事業持株会社体制への移行について 

当社は、平成 18年 5月 24日開催の取締役会において、会社分割制度を利用した事業持株会社体

制への移行に関わる詳細を決議し、平成 18年 6月 29日開催予定の第 33期定時株主総会に付議す

ることといたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．事業持株会社体制への移行の目的 

当社の主力事業であるパチスロ・パチンコ事業部門を吸収分割（物的分割）により、当社の 100％
子会社であるアルゼ分割準備株式会社（分割に伴い、アルゼ株式会社に商号変更予定）に承継させ、

独立した事業会社とすることで、責任と権限を明確にし機動的な業務執行を行える体制といたし 
ます。 
一方、従来のアルゼ株式会社は効力発生日をもってアルゼホールディングス株式会社（仮称）に

商号変更し、「研究開発・特許管理」、「投資管理」、「グループ金融」、「不動産管理」等の機能に特

化するとともに「業務用ゲーム機の開発･製造･販売及び海外向けカジノ機器の開発･製造･販売事業

等のパチスロ・パチンコ事業以外の事業」を併せて行う事業持株会社に移行します。 
以上の体制を構築することにより、経営の健全性と透明性を高めコーポレートガバナンスの充実

に努めてまいります。 

 

２．会社分割の要旨 

(1)分割の日程 

平成 18年 05月 24日（予定） 分割契約書承認取締役会及び分割契約書の締結 

平成 18年 06月 29日（予定） 分割契約書承認株主総会（第 33期定時株主総会） 

平成 18年 10月 01日（予定） 効力発生日 

 

(2)分割方式 

当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるアルゼ分割準備株式会社を承継会社とする分社型吸

収分割（物的分割）です。 

あらかじめアルゼ分割準備株式会社において、各種許認可及び受け入れ体制を整備することによ 

り、効力発生日から円滑に事業活動を開始できることから、当該分割方式を採用いたしました。 

 

(3)株式の割当 

承継会社であるアルゼ分割準備株式会社は、当社に対し普通株式 98,000株を発行いたします。 



(4)分割により減少する資本金の額、株式の消却、分割交付金 

該当事項はございません。 

 

(5)承継会社が承継する権利義務の内容 

承継会社は、当社のパチスロ・パチンコ事業部門の営業に関わる資産・負債及び各種契約などの権

利義務を承継いたします。ただし、分割契約書において別段の定めのあるものは除きます。 

なお、債務の承継については、併存的債務引受の方法によるものといたします。 

 

(6)債務履行の見込み 

当社及び承継会社は、本件分割後もその負担すべき債務の履行を担保するに足る責任財産を保有し

ており、当社及び承継会社の負担すべき債務の履行の確実性は問題ないものと判断します。 

 

(7)承継会社に新たに就任する役員 

現在、新たに就任予定の役員はおりません。 

 

３．分割当事会社の概要（平成 18年 5月 24日現在） 

 分割会社（当社） 承継会社 

(1)商号 アルゼ株式会社（＊1） アルゼ分割準備株式会社（＊2）

(2)主要事業内容 パチスロ･パチンコ機器の開発･

製造･販売、レンタル及び輸出入

／業務用ゲーム機の開発･製造･

販売／海外向けカジノ機器の開

発･製造･販売等 

パチスロ･パチンコ機器の開発･

製造･販売、レンタル／ 

会社分割に伴うアルゼ株式会社

のパチンコ・パチスロ事業承継

に係る業務等 

(3)設立年月 昭和 48年 6月 平成 18年 5月 

(4)本社所在地 東京都江東区有明三丁目 1 番地

25 

同左 

(5)代表者 代表取締役  岡田 和生 代表取締役  富士本 淳 

(6)資本金 3,446百万円(＊3) 100百万円

(7)発行済株式総数 80,195,000株(＊3) 2,000株

(8)株主資本 118,560百万円(＊3) 100百万円

(9)総資産 173,286百万円(＊3) 100百万円

(10)決算期 3月 31日 3月 31日

(11)従業員数 945名(＊3) 0名

(12)主要取引先 全国各ホール ― 

(13)大株主及び持株比率 

(＊3) 

岡田和生 41.09％ 

岡田知裕 30.11％ 

岡田裕実 06.64％ 

アルゼ株式会社 100.00％ 

(14)主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、 

三井住友銀行他 

― 

(15)当事会社の関係 

 

承継会社は当社の完全子会社であり、当社取締役及び執行役員の

一部が同社の役員を兼務しております。 



 

(16)最近 3事業年度の業績                       （単位：百万円）

①分割会社（当社） 単体 連結 

決算期 
平成 16年

3月期 

平成 17年

3月期 

平成 18年

3月期 

平成 16年 3

月期 

平成 17年

3月期 

平成 18年

3月期 

売上高 79,491 49,526 29,165 101,077 72,458 48,506

営業利益 8,189 3,354 △5,613 10,065 5,467 △5,310

経常利益 9,738 3,313 △5,805 8,399 2,083 △8,578

当期純利益 1,723 △7,019 △13,891 156 1,022 △12,713

1 株あたり当期純利益

（円） 
21.56 △87.85 △173.86 1.96 12.79 △159.11

1株当り配当金（円） 30 30 20 - - -

1株当り株主資本（円） 1,805.30 1,687.43 1,483.81 1,480.45 1,468.75 1,351.89

②承継会社 

承継会社であるアルゼ分割準備株式会社は、当社のパチスロ･パチンコ事業部門を承継する

ことを目的に、平成 18年 5月 12日に設立した会社であり、本日現在においては、まだ事業活

動を行っていないため業績の記載は省略しております。 

(＊1)平成 18年 10月 1日「アルゼホールディングス株式会社」に商号変更予定。 

(＊2)平成 18年 10月 1日「アルゼ株式会社」に商号変更予定。 

(＊3)平成 18年 3月 31日現在 

 

４．分割する事業部門の内容 

(1)事業内容 

パチスロ･パチンコ事業部門 
 

(2)パチスロ･パチンコ事業部門の平成 18年 3月期における経営成績 

（単位：百万円） 

 
パチスロ･パチンコ

事業部門（ａ） 

当社 18年 3月期 

実績（ｂ） 
比率（ａ／ｂ） 

売上高 25,480百万円 29,165百万円 87.4％ 

売上総利益 12,405百万円 13,643百万円 90.9％ 

営業利益 3,853百万円 △5,613百万円 ― 

経常利益 3,853百万円 △5,805百万円 ― 

 



(3)譲渡資産、負債の項目及び金額（平成 18年 3月 31日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 428億円 流動負債 333億円 

固定資産 85億円 固定負債 112億円 

資産合計 513億円 負債合計 445億円 

分割する資産・負債については、上記金額に効力発生日までの増減を加除した上で確定いたします。 

 

５．分割後の当社の状況 

(1) 商号 アルゼホールディングス株式会社 

(2) 事業内容 事業持株会社 

(3) 設立年月日 昭和 48年 6月 

(4) 本店所在地 東京都江東区有明三丁目 1番地 25 

(5) 代表者 代表取締役 岡田和生 

(6) 資本金 分割による資本金の増減はありません。 

(7) 総資産 承継会社に承継する資産相当額が減少いたします。 

(8) 決算期 3月 31日 

(9) 業績に与える影響 以下のとおり 

○分割後の業績見通し 未 定 

○分割後の連結業績見通し 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 

連 結 売 上 高 88,100百万円（-百万円）

連 結 経 常 利 益 8,800百万円（-百万円）

連結当期純利益 4,600百万円（-百万円）

未 定 

(注)（  ）内は会社分割による影響見込み額であります。 

以 上  

 

 



開発子会社 不動産管理会社 米国法人 米国法人

ウィンリゾーツ社

南アフリカ法人
オーストラリア

法人

米国投資管理
法人

開発子会社
セタアドアーズ

ウィンリゾーツ
社

投資ファンド等

アミューズメント施設運営 周辺機器製造・販売 ゲーム機器
販売

投資管理
(24．7%所有）

カジノホテル経営
（ナスダック上場）

ゲーム機器販売 ゲーム機器販売

パチンコ・パチスロ・カジノ機器等
開発・製造・販売

事業持株会社
（研究開発・特許管理・投資管理・グループ金融、不動産管理）

譲渡

（現行）

（再編後）

パチンコ・
パチスロ事業

会社分割

アルゼ株式会社

ジャスダック上場会社

ジャスダック上場会社

セタ

ジャスダック上場会社

アドアーズ

ジャスダック上場会社（予定）

アルゼホールディングス （仮称）

アルゼ株式会社

ジャスダック上場会社 ジャスダック上場会社
米国法人

オーストラリア
法人

南アフリカ法人

ゲーム機器販売ゲーム機器販売

ゲーム機器販売

不動産管理会社


