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会社分割による移動体通信事業部門の分社化に関するお知らせ 

 
平成 18 年 9 月 21 日開催の当社取締役会において、当社は平成 18 年 11 月 1 日を期して、下記の

とおり当社の移動体通信事業部門を会社分割し、株式会社ＩＪＴ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 

今回の会社分割は、当社の各事業が環境変化に迅速に対応できる体制の徹底と責任・権限の明確

化を図るため、持株会社体制への移行を決議するにあたり、特に当社の中核事業である移動体通信

事業においては、平成 18年 10月 24日から開始される携帯電話番号ポータビリティをビジネスチャ
ンスととらえ、その対応を最優先とする事業計画推進のために、当社の全額出資子会社である株式

会社ＩＪＴへ事業承継する目的で実施いたします。 
 
2．会社分割の要旨 

（1） 分割の日程 
分割契約承認取締役会      平成 18年 9月 21日 
分割契約締結          平成 18年 9月 21日 
分割契約承認株主総会      当社は簡易分割のため開催いたしません。 
分割期日（効力発生日）     平成 18年 11月 1日 

 
（2） 分割の方式 
    ①分割方式 

当社を分割会社とし、既存の当社の 100%子会社である株式会社ＩＪＴを承継会社とする
吸収分割です。なお、当社においては会社法第 784 条第 3 項で定める株主総会決議等を省
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 
         機動的な事業承継を行うことができるため、同方式を採用します。 

 
（3） 株式の割当 
          承継会社は、本件分割に際して普通株式 1,200 株を発行し、その全てを当社へ割当交付

いたします。 
 

（4） 当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
該当事項はありません。 

 
（5） 会計処理の概要 

本分割は、企業結合会計基準における共通支配下の取引に該当いたします。本分割により

「のれん」は発生いたしません。また、承継される資産及び負債は、承継会社においても、

当社における当該資産及び負債の適正な帳簿価額で計上されます。 
 
（6） 承継会社が承継する権利義務 

        当社の移動体通信事業の営業に係わる一切の権利義務を承継いたします。債務の承継につ

いては、当社は承継会社が承継する全ての債務につき、連帯して保証します。 



 
（7） 債務履行の見込み 

本分割において当社及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ない

と判断しております。 
 

3．分割当事会社の概要   
                               （平成 18年７月末現在） 

(1)商号 株式会社京王ズ 
（分割会社） 

株式会社ＩＪＴ 
（承継会社） 

(2)事業内容 移動体通信代理店業、 
飲食事業、不動産賃貸事業 

テレマーケティング事業 

(3)設立年月日 平成 5年 12月 16日 平成 16年 12月 28日 
(4)本店所在地 宮城県仙台市青葉区八幡四丁

目 10番 1号 
宮城県仙台市青葉区一番町二

丁目 7番 17号 
(5)代表者 代表取締役社長 佐々木英輔 代表取締役社長 佐々木英輔

(6)資本金 1,549,926千円 90,000千円 
(7)発行済株式総数 21,230.7株 1,800株 
(8)純資産 (単体)  2,068,734千円 

(連結) 2,045,093千円 
(単体) △81,322千円 
(連結)        － 

(9)総資産 (単体)  4,912,108千円 
(連結) 5,278,550千円 

(単体) 393,368千円 
(連結)        － 

(10)決算期 10月 31日 10月 31日 
(11)従業員数 (単体)     154名 

(連結)     479名 
(単体)     170名 
(連結)    － 

(12)主要取引先 ボーダフォン株式会社 株式会社アイ・イーグループ

(13)大株主及び持株比率 
（平成 18年 4月 30日現在） 

佐々木 英輔（41.07%） 
株式会社 光通信（9.08%） 
ユーオービー カイ ヒアン

プライベート リミテッド

アカウント クライアンンツ

（1.74%） 
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社

（1.67%） 
シーエス ファースト ボス

トン（ホンコン）リミテッド

（1.39%） 
株式会社サハダイヤモンド

（1.29%） 
マネックス証券株式会社自己

（0.92%） 
ステート ストリート バン

ク アンド トラスト カン

パニー 505019（0.71%） 
大阪証券金融株式会社（業務

口）（0.71%） 
吉田 文夫（0.68%） 

当社（分割会社） 100% 

(14)主要取引銀行 三井住友銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 
資本関係 当社（分割会社）は承継会社の発行済株式総数

の 100%を保有しております。 
人的関係 役員の兼任があります。 

(15)当事会社との関係 

取引関係 承継会社から分割会社へ配当、経営指導料等の

収入を予定しております。 
 
 
 
 



 (16)最近 3決算期間の業績 
 

 株式会社京王ズ 
（分割会社） 

株式会社ＩＪＴ 
（承継会社） 

決算期 平成 15年 
10月期 

平成 16年 
10月期 

平成 17年
10月期 

平成 15年
10月期 

平成 16年 
10月期 

平成 17年
10月期 

売上高 
（千円） 

 
4,773,839 4,854,994 4,419,186

 
― 

 
― 642,573

営業損益 
（千円） 

 
177,059 △214,095 △340,941

 
― 

 
― 90,339

経常損益 
（千円） 

 
177,585 △243,648 291,075

 
― 

 
― 92,836

当期純損益 
（千円） 

 
83,197 △226,621 129,941

 
― 

 
― 92,836

1株当たり 
当期純損益(円) 

 
29,894.73 △14,001.96 7,154.96

 
― 

 
― 39,036.94

1株当たり 
年間配当金(円) 

 
5,000.00 2,000.00 1,000.00

 
― 

 
― ― 

1株当たり 
純資産（円） 

 
996,006.52 164,381.32 162,127.49

 
― 

 
― 67,551.66

 
4．分割する事業部門の内容 
（1）移動体通信部門の内容 
  移動体通信キャリアショップであるボーダフォンショップ 20店舗、ａｕショップ 3店舗の運営及び
移動体通信代理店業であります。 

 
（2）吸収分割の対象となる事業部門の平成 17年 10月期における経営成績 
 移動体通信部門（ａ） 当社 17年 10月期実績（ｂ） 比率（ａ/ｂ） 
売上高 2,279,703千円 4,419,186千円 51.6％
売上総損益 410,048千円 1,620,729千円 25.3％
営業損益 138,655千円 △340,941千円 ―％

経常損益 138,655千円 291,075千円 47.6％
 
（3）承継させる資産・負債の項目及び金額（平成 18年 7月 31日現在） 

（単位：千円） 
資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 
流動資産 257,175 流動負債 210,906
固定資産 119,518 固定負債 ― 
合計 376,694 合計 210,906

 
5．分割後の当社の状況 
（1） 商号      株式会社京王ズ 
（2） 事業内容    飲食事業及び不動産賃貸事業 
（3） 本店所在地   宮城県仙台市青葉区八幡四丁目 10番 1号 
（4） 代表者     代表取締役社長 佐々木英輔 
（5） 資本金  1,549,926千円（分割により減少はありません。） 
（6） 総資産  4,701,202千円（210,906千円） 
        （注）（ ）内は分割による減少見込み分であります。 
（7） 決算期     10月 31日 
（8） 業績に与える影響 
    承継会社は当社の 100%子会社であり、本件分割が当社連結業績に与える影響は軽微でありま

す。また、当社の単体業績につきましては、本件分割により当社が持株会社となるため、収入は

子会社からの経営指導料収入及び配当収入が主なものとなる予定であります。 
 

以 上 



 
  ※当社のグループ体制に関しては、本日開示の「純粋持株会社体制への移行について」及び「当社子会

社による株式取得と店舗譲受に向けた基本合意締結のお知らせ」をご参照下さい。 
 


