
 

 
平成１８年１０月１１日 

各  位 

 

                     会 社 名 株 式 会 社 四  電  工 

                                      代表者名  取締役社長 栗 田   

                                      （コード番号 1939 東証第１部） 

                                      問 合 先  企画広報部長 古川 俊文 

                     （TEL 087-836-1105) 
 

 

連結子会社の会社分割・商号変更および吸収合併のお知らせ 

 

   当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり連結子会社｢株式会社ヨンコ

ービジネス｣を会社分割し、併せて、その分割後の連結子会社を当社が吸収合併するこ

とを決議しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

 １．会社分割・吸収合併の目的・内容 

    

   リース事業については、今後、金利の上昇が懸念されることに加え、リース会

計制度の導入予定により大口リースの会計面・税制面でのメリットが乏しくなる

など、顧客拡大や利益確保において厳しい状況が予想されます。 

このような情勢の中で、地元密着型のリース事業を営む当社連結子会社である

株式会社ヨンコービジネスが安定した収益確保を図っていくためには、大口顧客

向けに比べ比較的リスクの小さい小口リースの強化によってリスクの低減を図

り、経営基盤の強化を進める必要があります。 

このため、ヨンコービジネスについては、自動車・備品等を扱うリテール事業部

門を会社分割の手法により新会社に継承させ、大口顧客向け事業部門を、分割期日

をもって「株式会社ヨンコーリース」に商号変更の上、四電工に吸収合併すること

といたしました。 

今後、四電工に移管する大口顧客向け事業は縮小してまいりますが、ヨンコービ

ジネスは、リスクを抑制しながら健全な経営を継続し、地域におけるリース会社の

地位を確立してまいります。 

 

 ２．株式会社ヨンコービジネスの会社分割・商号変更の概要 
   （１）会社分割の要旨 

     ①分割の日程 

       分割計画承認取締役会    平成１８年１０月１１日 

       分割計画承認臨時株主総会  平成１８年１０月２６日（予定） 

       分割期日（登記期日）    平成１８年１２月 １日（予定）   
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②分割方式 

       新設分割（分社型分割） 

     ③株式の割当 

       新設会社が発行する株式３０株すべてを株式会社ヨンコービジネス

に割り当てます。 

   ④分割交付金 

     分割交付金の支払は行いません。 

   ⑤承継会社が承継する権利義務 

     大口顧客向け事業を除く全ての資産、債務およびこれらに付随する権

利義務および契約上の地位を承継いたします。 

   ⑥会計処理の概要 

     企業結合会計上の共通支配下における取引に該当します。 

 

  （２）分割当事者の概要 

 

商　　　　号 　株式会社ヨンコービジネス（分割会社）

事　業　内　容
　総合リース業、自動車・機械等整備業、
　各種物品販売・代理店業、不動産賃貸・管理業
　古物売買業 等

設立年月日 　平成９年 ２月 ２８日

本店所在地 　香川県高松市鶴市町１４１７番地２

代　表　者 　取締役社長　木原　俊男

資　本　金 　３０百万円（注）        （平成18年10月11日現在）

発行済株式総数 　７００株（注）　　　　　（平成18年10月11日現在）

純　　資　　産 　△１,７６５百万円（注）

総　　資　　産 　６,５３９百万円

決　　算　　期 　３月 ３１日

従　業　員　数 　１６名          　　  

大株主および持株比率 　株式会社四電工　１００％

（注）・平成18年9月4日付で、新たに発行株式数100株、1,850百万円（資本金925百万円

　　　  資本準備金925百万円）の増資を行い、発行済株式総数は700株、資本金の額は

　　  　955百万円となりました。この増資に伴い、純資産の額も増加し、債務超過は

　　  　解消されております。

　　　・また、平成18年10月7日付で、資本金の額を925百万円減少し、資本金の額は30

        百万円となりました。

 

（３）最近３事業年度の業績 

        

（百万円）

決算期 平成１６年３月期 平成１７年３月期 平成１８年３月期

売上高 3,118 3,185 3,099 
経常利益 70 67 90 
当期純利益 △1,166 △774 △80 
１株当たり
当期純利益 △1,943,996円 △1,290,816円 △133,368円

１株当たり
年間配当金

－ － －

１株当たり
純　資　産 △1,517千円 △2,808千円 △2,941千円

株式会社ヨンコービジネス（分割会社）
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（４）新設会社の概要 

   

商　　　　号 　株式会社ヨンコービジネス

事　業　内　容
　総合リース業、自動車・機械等整備業、
　各種物品販売・代理店業、不動産賃貸・管理業
　古物売買業 等

設立年月日（登記予定日） 　平成１８年 １２月 １日

本店所在地 　香川県高松市鶴市町１４１７番地２

代　表　者 　取締役社長　木原　俊男

資　本　金 　３０百万円

発行済株式総数 　３０株

純　　資　　産 　８０百万円（予定）

総　　資　　産 　６,５００百万円(予定）

決　　算　　期 　３月 ３１日

従　業　員　数 　１６名

大株主および持株比率 　株式会社四電工　１００％（注）

（注）「３．吸収合併の概要」に記載のとおり、分割後の株式会社ﾖﾝｺｰﾋﾞｼﾞﾈｽ（株
　　  式会社ﾖﾝｺｰﾘｰｽに商号変更予定）を吸収合併いたしますので、新設会社は当社
　　　の完全子会社となります。

 

（５）当社業績および連結業績に与える影響 

      株式会社ヨンコービジネス（分割会社）は当社の連結子会社であり、新設   

   の株式会社ヨンコービジネスは、連結子会社となる予定でありますので、当該

会社分割による当社業績および連結業績に与える影響はありません。 

 

 （６）商号の変更 

    分割後の大口顧客向け事業部門を有する株式会社ヨンコービジネスについ

ては、分割期日をもって「株式会社ヨンコーリース」に商号変更いたします。 

 

３．吸収合併の概要 

（１）合併の要旨 

    ①合併の日程 

合併契約承認取締役会    平成１８年１０月１１日 

（合併・被合併会社）     

      合併契約締結        平成１８年１０月２６日（予定） 

      合併期日（効力発生日）   平成１８年１２月１日（予定） 

 

なお、会社法第７９６条第３項（簡易合併）ならびに会社法第７８４条 

第 1 項（略式合併）の規定により、当社および連結子会社ともに株主総会

の決議を省略いたします。 

       

    ②合併の方式 

              株式会社ヨンコービジネスから商号変更した株式会社ヨンコーリース 

について、当社に吸収合併いたします。 
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    ③合併比率ならびに合併交付金 

      被合併会社である株式会社ヨンコーリースは、当社の完全子会社である

ため、新株式の発行および合併交付金の支払は行いません。 

    ④会計処理の概要 

      企業結合会計上の共通支配下における取引に該当します。 

 

（２）合併当事会社の概要 

  

　株式会社ヨンコーリース(被合併会社)

　大口顧客向け事業

　平成９年 ２月 ２８日

　香川県高松市鶴市町１４１７番地２

　取締役社長　木原　俊男

　３０百万円　　(平成１８年１０月１１日現在)

　７００株　　　　(平成１８年１０月１１日現在)

　１００百万円（注１）

　１８０百万円（注１）

　３月 ３１日

　－（注２）

　－（注３）

　株式会社中国銀行

　

　

 (注）１．平成１８年３月３１日現在の貸借対照表を基準とした純資産ならびに総資産の見込み額を記載

　　　　　しております。

　　　２．会社分割後の株式会社ﾖﾝｺｰﾘｰｽの従業員は在籍しません。

　　　３．株式会社ﾖﾝｺｰﾋﾞｼﾞﾈｽは、当社等との間には工事用機械、車両・備品等のリース取引がありますが、

　　　　　会社分割後の株式会社ﾖﾝｺｰﾘｰｽとの取引予定はありません。

取引関係 　－（注３）

当事会社の関係

資本関係 　被合併会社は当社の１００％子会社であります。

人的関係 　被合併会社の役員は、すべて当社役員または従業員であります。

主要取引銀行

　株式会社中国銀行

　株式会社伊予銀行　　　　　　

　株式会社百十四銀行

　株式会社阿波銀行

　株式会社四国銀行

従　業　員　数 　２，０８５名

大株主および持株比率

　四国電力株式会社　　　　　３０.２％

　四電工従業員持株会　　　　　３.６％

　株式会社中国銀行　　　　　　２.９％

　株式会社伊予銀行　　　　　　２.７％

　株式会社百十四銀行　　　　　２.７％

主要な取引先 　四国電力株式会社

総　　資　　産 　６１,９２５百万円

決　　算　　期 　３月 ３１日

発行済株式総数 　４０,６３８,６７５株

純　　資　　産 　３７,１０２百万円

　香川県高松市松島町一丁目１１番２２号

代　表　者 　取締役社長　栗田　

資　本　金 　３,４５１百万円

　株式会社四電工　　　　　１００％

　株式会社四電工（合併会社）商　　　　号

事　業　内　容 　設備工事業等

設立年月日 　昭和３８年 ５月 １日

本店所在地
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  （３）最近３事業年度の業績 

 

（百万円）

決算期 平成１６年３月期 平成１７年３月期 平成１８年３月期

売上高 61,402 63,792 67,558 
経常利益 1,749 2,716 2,863 
当期純利益 666 1,186 1,209 
１株当たり
当期純利益 １５.８０円 ２８.９２円 ２９.５８円

１株当たり
年間配当金

１０円 １０円 １０円

１株当たり
純　資　産 ８６４円 ８９４円 ９３７円

株式会社四電工（合併会社）

 

  （４）合併後の状況 

 

商　　　　号 　株式会社四電工　

事　業　内　容 　設備工事業等

本店所在地 　香川県高松市松島町一丁目１１番２２号

代　表　者 　代表取締役社長　栗田　

資　本　金 　当該合併では資本金の増加はありません。

総　　資　　産 　当該合併による増減は僅少であります。

決　　算　　期 　３月 ３１日

従　業　員　数 　当該合併では従業員の増減はありません。

 

 

（５）当社業績および連結業績に与える影響 

      当社業績に与える影響は軽微であります。また、連結業績については 

連結子会社との合併のため、影響はありません。 

 

 

                                 以  上 

 

 

 

 

なお、本開示資料は、発表日現在の見通しに基づき作成したものであります。 

実際には、今後の様々な要因により、変動する可能性があります。 
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