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グループ事業再編に伴う会社分割に関するお知らせ 

 

 

平成18年11月17日開催の当社取締役会において、当社は、平成19年４月１日を期して、三重交通

株式会社及び三交不動産株式会社における関係会社株式管理事業の一部を会社分割（吸収分割）により

承継することを決定いたしました。また、平成19年４月１日を期して、三重交通株式会社の不動産事業

（賃貸事業、土地建物販売業）の一部を三交不動産株式会社へ会社分割（吸収分割）により承継させる

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 

当社は、平成18年10月２日をもって、三重交通株式会社及び三交不動産株式会社による共同株

式移転により持株会社体制としてスタートしましたが、グループ事業再編の第２ステップとして、

経営資源の効率的な配分と事業構造の最適化を図るために、三重交通株式会社及び三交不動産株式

会社の主要な子会社を当社の直接子会社とすること、三重交通株式会社が行う不動産事業を三交不

動産株式会社に集約することを計画しており、これに従い本会社分割を行うものであります。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

分割契約書承認取締役会  平成18年11月17日 

分割契約書調印      平成18年11月17日 

分割期日(効力発生日)   平成19年 ４月 １日(予定) 

分割登記         平成19年 ４月 ２日(予定) 

（２）分割方式 

①分割方式 

(ア) 関係会社株式管理事業の会社分割 

当社を承継会社とし、当社完全子会社であります三重交通株式会社及び三交不動産株式会

社の両社を分割会社とする吸収分割であります。 

なお、本件会社分割は分割会社である三重交通株式会社及び三交不動産株式会社において

は会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき、また吸収会社である株式会社三交ホールディング

スにおいては会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに行うものであ

ります。 



 

(イ) 不動産事業の会社分割 

三交不動産株式会社を承継会社とし、三重交通株式会社を分割会社とする吸収分割であり

ます。 

なお、本件会社分割は吸収分割承継会社である三交不動産株式会社においては会社法第796

条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに行うものであります。 

 

②当該分割方式を採用した理由 

当社グループの事業再編による経営の効率化や法的な手続きの利便性、迅速性の観点から、吸

収分割方式を採用いたしました。 

（３）株式の割当 

三重交通株式会社及び三交不動産株式会社は、当社の完全子会社であるため、株式の割当はあ

りません。 

（４）分割により増加する資本の額等 

本会社分割により、承継会社の資本金等の額に変更はありません。 

（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 

(ア) 当社が承継する権利義務 

当社は、本会社分割に際して当社と三重交通株式会社、三交不動産株式会社の両社との間

でそれぞれ締結された平成18年11月17日付分割契約書に基づき、両社の関係会社株式の管

理事業に関して有する資産、負債及び権利義務の一部を承継します。 

(イ)三交不動産株式会社が三重交通株式会社から承継する権利義務 

三交不動産株式会社は、本会社分割に際して三重交通株式会社と三交不動産株式会社の両

社との間で締結された平成18年11月17日付分割契約書に基づき、三重交通株式会社の不動

産事業（賃貸事業、土地建物販売業）に関して有する資産、負債及び権利義務の一部を承継

します。 

（７）債務履行の見込み 

当社並びに三重交通株式会社及び三交不動産株式会社は、分割前の資産・負債の額及び承継す

る資産・負債の額並びに今後の見込み等を勘案し、分割期日以降の債務の履行確実性に問題はな

いと判断しております。 

（８）承継会社に新たに承認する役員 

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。 

 

３．分割当事会社の概要 

別紙をご参照ください。 

 

４．吸収分割の対象となる事業の内容 

（１）承継する事業の内容 

(ア) 当社が三重交通株式会社、三交不動産株式会社から承継する資産の内容 

三重交通株式会社、三交不動産株式会社が行っている関係会社株式の管理に関する事業の

一部 

(イ) 三重交通株式会社が三交不動産株式会社へ承継する資産の内容 

不動産事業（賃貸事業、土地建物販売業）の一部 



 

（２）承継する資産、負債の項目及び金額（平成18年9月30日現在） 

    (ア‐１)当社が三重交通株式会社から承継する資産、負債の項目及び金額 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

関係会社株式 802百万円 借入金 802百万円 

合   計 802百万円 合   計 802百万円 

 

(ア‐２)当社が三交不動産株式会社から承継する資産、負債の項目及び金額 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

関係会社株式 263百万円 借入金 263百万円 

合   計 263百万円 合   計 263百万円 

 

    (イ)三重交通株式会社から三交不動産株式会社へ承継する資産、負債の項目及び金額 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

販売用土地等流動資産 6,607百万円 預り金等流動負債 838百万円 

土地建物等固定資産 9,949百万円 長期借入金等固定負債 15,718百万円 

合   計 16,556百万円 合   計 16,556百万円 

 

５．承継後の当社の状況 

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金等の基本的な事項について変更はありません。 

 

６．会計処理の概要 

本件会社分割は企業結合会計基準上、共通支配下の取引に該当し、「企業結合会計基準及び事業分

離会計基準に関する適用指針」定めるところにより処理いたします。 

 

７．業績に与える影響 

それぞれの会社分割は、当社を承継会社とする連結子会社の分割及び連結子会社間の分割であり、

当社の単独業績及び連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以 上 

 



(別 紙) 

 

(１)分割当事者の概要 

（平成18年9月末日現在、ただし、株式会社三交ホールディングスは、平成18年10月2日現在） 

商  号 三重交通株式会社 三交不動産株式会社 株式会社三交ホールディングス 

主な事業内容 自動車運送事業、不動産事業 不動産事業 子会社の経営管理 

設立年月日 昭和6年2月26日 昭和30年7月1日 平成18年10月2日 

本店所在地 三重県津市中央1番1号 三重県津市丸之内9番18号 三重県津市中央1番1号 

代表者 取締役社長 奥田 卓廣 取締役社長 柳生 利勝 取締役社長 奥田 卓廣 

資本金 4,017百万円 1,541百万円 3,000百万円 

発行済株式総数 72,783,183株 3,082,000株 107,301,583株 

純資産 11,662百万円 8,370百万円 12,900百万円 

総資産 56,265百万円 86,420百万円 12,900百万円 

決算期 3月31日 3月31日 3月31日 

従業員数 1,135名 337名 29名 

大株主 

(平成18年10月

2日現在) 

㈱三交ホールディングス 100% ㈱三交ホールディングス 100% 三重交通㈱       25.0% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱ 22.4% 

近畿日本鉄道㈱      8.9% 

㈱百五銀行        2.7% 

㈱みずほｺ ﾎーﾟﾚｰﾄ銀行    2.7% 

三重いすゞ自動車㈱       2.4% 

主要取引銀行 ㈱百五銀行 

㈱みずほｺ ﾎーﾟﾚｰﾄ銀行 

日本政策投資銀行 

㈱みずほｺ ﾎーﾟﾚｰﾄ銀行 

㈱百五銀行 

㈱あおぞら銀行 

 

 

 

資本関係 当社は分割会社の株式を100%保有しております。 

人的関係 当社役員(2名を除く)は三重交通株式会社または三交不動産社株

式会社の役員を兼任しております。 

 

当事会社の関係 

取引関係 当社は分割会社から経営管理収入を収受しております。 

 

 

(２)最近３決算期間の業績 

 三重交通株式会社（単体） 三交不動産株式会社（単体） 

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(百万円) 18,588 19,655 21,163 43,193 37,865 37,288 

営業利益(百万円) 429 614 461 3,150 2,548 2,295 

経常利益(百万円) 839 1,121 1,005 2,215 1,684 1,514 

当期純利益(百万円) 219 220 ▲4,301 508 929 258 

１株当たり当期純利益(円) 3.01 3.03 ▲59.18 165.05 301.47 83.81 

１株当たり年間配当金(円) 3 3 0 50 50 50 

１株当たり純資産(円) 244.89 232.97 202.84 3,001.92 3,217.61 2,788.68 

 (注)株式会社三交ホールディングスの会社設立日は平成18年10月2日であり、最近３決算期間の 

業績はありません。 


