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会社分割（簡易分割）に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 18 年 10 月 16 日開催の取締役会において、平成 18 年 11 月 21 日を    

予定日として、下記のとおり当社の貨物運送事業の生協個人宅配部門の一部を分割し、   

トランコムＤＳ関東株式会社に承継することを決議いたしましたのでお知らせします。 
 

 

記 
１．会社分割の目的 

当社の貨物運送事業の中で今後成長が期待される生協個人宅配部門において事業特化

を行い、サービスレベルの向上、エリア毎の多様化するニーズへの迅速な対応を図り、   

事業拡大の加速を実現させるため。 

 

２．会社分割の要旨 

（１） 分割の日程 

①分割計画書承認取締役会  平成 18 年 10 月 16 日 

②分割契約締結日      平成 18 年 10 月 16 日 

③分割期日         平成 18 年 11 月 21 日（予定） 

④分割登記         平成 18 年 11 月 21 日（予定） 

 

（２） 分割方式 

①分割方式 

当社を分割会社とし、トランコムＤＳ関東株式会社を承継会社とする簡易吸収分割

です。 

 なお、本分割は会社法第 784 条第３項に定める簡易分割により株主総会の承認を 

得ることなく行います。 

②当分割方式を採用した理由 

 機動的な事業継承を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 

承継会社は分割に際し普通株式 300 株を発行し、その全部を当社（分割会社）へ  

割当ていたします。 

 

（４） 分割交付金 

分割交付金の支払いはありません。 

 

（５） 承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、承継事業を遂行する上で必要と判断される当該事業にかかる資産の 

一部および契約上の地位等の権利義務を承継いたします。 

 

（６） 債務履行の見込み 

本分割において当社およびトランコムＤＳ関東株式会社が負担すべき債務につきま

しては、当社の資産、負債および純資産の額、今後の事業展開、損益の見通し等    

を勘案し、履行の見込みに問題はないと判断いたします。 

 

３．分割当事会社の概要 

 

 分割会社 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

承継会社 

（分割後の予定） 

（１）商号 トランコム株式会社 トランコムＤＳ関東株式会社 

（２）事業内容 ロジスティクスマネジメント事

業、物流情報サービス事業、

貨物運送事業 

貨物運送事業 

（３）設立年月日 昭和 34 年６月 22 日 平成 18 年 10 月 10 日 

（４）本店所在地 愛知県名古屋市中区丸の内

3-14-32 

愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 丸 の 内

3-14-32 

（５）代表者 清水 正久 沼田 雅和 

（６）資本金 10 億 8,004 万円 35 百万円 

（７）発行済株式総数 10,324,150 株 700 株 

（８）株主資本 7,829 百万円 35 百万円 

（９）総資産 16,894 百万円 35 百万円 

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）従業員数 891 名 未定 

（12）主要取引先 事業会社 事業会社 

（13）大株主構成および 

持株比率 

ラネット株式会社   18.4％

武部 宏       9.5％ 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 

           7.9％ 

トランコム株式会社 100％ 



日本マスタートラスト信託銀行

株式会社   （信託口） 

           6.9％ 

バンクオブニューヨークジーシ

ーエムクライアントアカウンツ

イーアイエスジー 

           4.5％ 

株式会社アイコー   3.8％ 

資産管理サービス信託銀行 

株式会社 （年金信託口） 

           3.1％ 

（14）主要取引銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

（15）当事会社の関係 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：承継会社の役員４名は分割会社より受け入れております。

取引関係：営業上の取引は特にありません。 

 

４．最近３決算期間の業績（単独） 

 

５．分割する事業の概要 

（１） 分割する事業の概要 
生協組合員様対象の個人宅配業務に関わる物流業務全般 

 

（２）分割する事業の売上高（平成 18 年３月期） 

 分割する事業 当社実績 比率 

売上高（百万円） 150 44,139 0.3％

  （注）売上総利益、営業利益および経常利益は算出しておりません。 

 

 

 

 トランコム株式会社（分割会社） 

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（百万円） 29,500 37,662 44,139

営業利益（百万円） 1,455 1,930 2,000

経常利益（百万円） 1,465 1,932 2,015

当期純利益（百万円） 796 1,071 1,198

１株あたり当期純利益（円） 74.62 101.42 114.45

１株あたり配当金（円） 17 20 23

１株あたり株主資本（円） 573.95 658.42 758.97



（３）承継資産の項目および金額 

資産（平成 18 年 11 月 21 日予定） 

項目 金額 

流動資産（百万円） 15

固定資産（百万円） -

合計（百万円） 15

（注）分割会社から承継会社に承継する負債はありません。 

 

６．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、および決算期 

いずれも変更ありません。 

 

（２）総資産 

変更ありません。 

 

（３）業績に与える影響 

承継会社は当社の 100％連結子会社となるため、当社の連結業績に与える影響は 

軽微であります。 

 

以 上 


