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平成 18 年 9 月 15 日 

 

各 位 
 

会 社 名   株 式 会 社 エ フ ピ コ 

代表者名   代表取締役社長 小松  安弘 

（コード番号    7947 東証・大証第一部） 

問合せ先  取締役社長室長 土利川 泰彦 

（ＴＥＬ．084－953－1145） 

 

 
会社分割による子会社の不動産売買等の事業部門承継に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 18 年９月 15 日開催の取締役会において、下記の通り当社の連結子会社である中国パ

ール販売株式会社（平成 18 年 10 月１日から商号をエフピコチューパ㈱へ変更予定）を平成 18 年 11
月１日付で吸収分割することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

１．会社分割の目的 

分割会社である中国パール販売㈱は、当社の 100％出資子会社であり、合成樹脂製簡易食品容器の

製造・販売及び不動産の売買・賃貸等を事業としております。今回の承継事業部門は、同社の主要事

業とは性格を異とする不動産の売買・賃貸部門であり、同社の機能の見直し再編を行い、当社の不動

産売買事業等と統合することで、業務の効率化等のメリットを生むことが可能です。また、同社は、

合成樹脂製簡易食品容器の販売事業に特化することで、今後の変化の激しい事業環境にスピーディー

かつ的確に対応するなど経営の効率化を図れます。このため、会社分割により同社の事業の一部とこ

の保有不動産等を切り離し、当社への移管を行います。 
 
２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 
①分割契約書承認取締役会 平成 18 年９月 15 日 
②分割契約書調印 平成 18 年９月 15 日 

③分割期日 (効力発生日) 平成 18 年 11 月１日（予定） 
④分割登記 平成 18 年 11 月１日（予定） 

 (注)当社においては、会社法 796 条第 3 項の規定による簡易分割により、また、中国パール販売㈱

においても会社法 784 条第 1 項の規定による略式分割により、株主総会の承認を省略するもの

とする。 
 

（２）会社分割の方式 
①分割方式 
当社 100％子会社である中国パール販売㈱を分割会社とし、当社を承継会社とする分割型吸収分

割であります。 
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②当該分割方式を採用した理由 
当社グループ内事業の再編による効率化を図り、法的手続きが簡易なことや迅速に行えることか

ら当分割方式を採用いたしました。 
 

（３）株式の割当 

株式の割当は行いません。 
 
（４）分割により増加する資本金等 

資本金等の増加はありません。 
 
（５）分割交付金 

分割交付金の支払いはありません。 
 
（６）承継する権利義務 

当社は、分割期日において中国パール販売㈱の不動産売買・賃貸部門において行われている事業

及びこれに付随する資産、負債並びに契約上の地位に基づく権利義務を承継いたします。 
 

（７）債務履行の見込み 
①分割会社  
中国パール販売㈱の分割前後の資産、負債及び純資産の額等を勘案して、負担すべき債務の履行

の確実性に問題がないものと判断しております。 
②承継会社 
当社の分割前後の資産、負債及び純資産の額等を勘案して、負担すべき債務の履行の確実性には

問題ないものと判断しております。 
 
（８）分割会社から新たに就任する役員 

本分割に際して、当社に新たに就任する役員はおりません。 
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３．分割当事会社の概要（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

(１)商号 株式会社エフピコ 中国パール販売株式会社 

 （承継会社） （分割会社） 

(２)事業内容 簡易食品容器の製造・販売 

不動産の売買その他 

 合成樹脂製簡易食品容器の製造・ 

販売、不動産の売買その他 

(３)設立年月日 昭和 37 年７月 24 日  昭和 48 年 10 月２日  

(４)本店所在地 広島県福山市曙町一丁目 12 番 15 号 東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号 

(５)代表者 代表取締役社長  小松 安弘 

代表取締役副社長 佐藤 守正 
代表取締役専務  下田 正輝 

代表取締役会長  小松 安弘 

代表取締役社長  赤﨑 重夫 

(６)資本金 13,150 百万円 100 百万円 

(７)発行済株式総数 22,142,106 株 2,000 株 

(８)総資産 99,315 百万円 8,844 百万円 

(９)純資産 46,006 百万円 1,786 百万円 

(10)決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(11)従業員数 591 人 78 人 

(12)主要取引先 三井物産㈱、積水化成品工業㈱ ㈱エフピコ、㈱みやこひも 

㈲小松安弘興産 25.5 ㈱エフピコ 100.0 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱(信

託口) 

5.6   

積水化成品工業㈱ 5.0   

全国共済農業協同組合連合会 2.8   

(13)大株主及び持株

比率 (%) 

小松安弘 2.7   

(14)主要取引銀行 三菱東京 UFJ 銀行、西日本シティ銀行、

農林中央金庫、もみじ銀行、中国銀行 

三菱東京 UFJ 銀行  

資本関係 当社は、中国パール販売㈱の発行済株式をすべて保有しております。 

人的関係 当社は、中国パール販売㈱へ取締役の派遣及び従業員を出向させて

おります。 

(15)当事会社の関係 

取引関係 当社は、中国パール販売㈱へ製品の販売、金銭貸付を行い、同社か

ら、不動産の賃借を受けております。 
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（16）最近３決算期間の業績                        （単位：百万円） 

 株式会社エフピコ 中国パール販売株式会社 

 （承継会社） （分割会社） 

決算期 16 年 3 月期 17 年３月期 18 年３月期 16 年３月期 17 年３月期 18 年３月期 

売上高 116,717 118,054 120,805 4,061 7,333 7,182 

営業利益 2,557 2,335 5,449 △210 27 △54 

経常利益 2,954 2,731 5,908 △182 409 238 

当期純利益 1,252 1,263 2,998 5 1,034 272 

１株あたり当

期純利益(円) 
53.94 54.94 133.96 2,982.90 517,383.42 136,122.19 

１株あたり配

当金(円) 
32.00 32.00 45.00 ― ― ― 

１株あたり株

主資本(円) 
1,932.34 1,973.83 2,088.96 244,011.01 755,670.15 893,223.68 

（注)中国パール販売㈱の 16 年 3 月期決算は、決算日を変更したため 7 カ月決算であります。 
４．承継する事業部門の内容 

（１）承継事業部門の内容 
不動産売買・賃貸業務 

 

（２）承継事業部門の平成 18 年 3 月 31 日における経営成績           

 承継事業部門（A） 当社実績（承継前）（B） （A）/（B）×100 

売上高（百万円） 346.0 120,805.4 0.28% 

売上総利益（百万円） 99.0 28,874.7 0.34% 

営業利益（百万円） 88.4 5,449.6 1.62% 

経常利益（百万円） 88.4 5,908.4 1.49% 

 
（３）承継資産、負債の項目及び金額（平成 18 年 6 月 30 日現在で試算）     (単位：百万円）    

資 産 負 債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

流動資産  52 流動負債 324 

固定資産 3,054 固定負債 2,782 

合  計 3,106 合  計 3,106 

 
５．分割後の当社の状況 

（１）商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期、いずれも分割による変更はありません。 
 
（２）総資産 

   当社の総資産に、分割により承継する資産を加えますと総資産は、増加しますが、承継する負

債には、㈱エフピコ(承継会社)から中国パール販売㈱(分割会社)への貸付金が含まれますので、

承継後の総資産に変動はありません。 
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従って、個別総資産及び連結総資産への増減影響はありません。 
 

（３）会計処理の概要 
本分割は、企業結合に係る会計基準上の分類において、共通支配下の取引となるため、移転され

る資産および負債については、移転前に付された適正な帳簿価額で計上されます。 

 
（４）業績に与える影響 
  当該分割により連結業績及び個別業績に与える影響は軽微の見込みです。 

なお、分割日は平成 18 年 11 月１日であり、当該子会社の分割による当社の今期業績予想（連結・

個別）に変更はありません。 
以 上 

 


