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平成 19 年 1月 12 日 

各  位 

会社名    株式会社京王ズ 

代表者名   代表取締役社長 佐々木英輔 

（コード番号 3731 東証マザーズ） 

問合わせ先 取締役経営企画室長 深野 道照 

（TEL：022－722－0333） 

  

会社分割による飲食事業部門および不動産賃貸事業部門の分社化に関するお知らせ 

 
当社は、平成 19 年 1 月 8 日開催の当社取締役会において、同年 1 月 30 日開催予定の定時株主総

会で承認されることを条件として、同年 4 月 1 日を期して、下記のとおり当社の飲食事業部門およ

び不動産賃貸事業部門を会社分割し、株式会社遠雷に承継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 
当社は、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・権限の明確化を目指し、

中長期的な経営戦略に掲げております①移動体通信事業の拡大とビジネスチャンスととらえた携帯電

話番号ポータビリティへの迅速な対応、②テレマーケティング事業における事業構築と新規商材の育

成及び拡大、③飲食事業における事業の再構築と新規業態の開発ならびに育成を実現するためのグル

ープ構造改革の一環として、｢持株会社制｣に移行することが今後のグループ経営として最適と判断い

たしました。 
移行にあたって、当社の飲食事業および不動産賃貸事業に関する一切の事業を、吸収分割の方法に

より、当社の完全子会社である株式会社遠雷に承継させることといたしたいと存じます。 
 
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 19年 1月 8日 
分割契約締結          平成 19年 1月 8日 
分割契約承認株主総会      平成 19年 1月 30日 
分割期日（効力発生日）     平成 19年 4月 1日 

 
（2） 分割の方式 
     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遠雷を承継会社とする

吸収分割です。 
   ※平成 18年 9月 21日の公表においては、新会社設立による新設分割等も検討いたして
おりましたが、上記による吸収分割を行うことといたしました。 

 
（3） 株式の割当 
         承継会社は、本件分割に際して普通株式 1,600 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。 
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（6） 承継会社が承継する権利義務 
        当社の飲食事業及び不動産賃貸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 10月末現在） 

(1)商号 株式会社京王ズ 
（分割会社） 

株式会社遠雷 
（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 

― 

(3)設立年月日 平成 5年 12月 16日 平成 12年 4月 21日 
(4)本店所在地 宮城県仙台市青葉区中央二丁

目 2番 10号 
宮城県仙台市青葉区中央二丁

目 2番 10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 1,612,427千円 10,000千円 
(7)発行済株式総数 22,618.7株 200株 
(8)純資産 (単体)   971,325千円 

(連結)  968,193千円 
(単体)   5,991千円 
(連結)        ― 

(9)総資産 (単体)  3,771,361千円 
(連結) 4,258,193千円 

(単体)  5,991千円 
(連結)        ― 

(10)決算期 10月 31日 10月 31日 
(11)従業員数 (単体)     125名 

(連結)     276名 
(単体)     ― 
(連結)    ― 

(12)主要取引先 ソフトバンクモバイル株式会

社 
― 

(13)大株主及び持株比率 
（平成 18年 10月 30日現在） 

佐々木 英輔（37.60%） 
株式会社 光通信（8.31%） 
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社

（1.54%） 
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

（1.37%） 
株式会社サハダイヤモンド

（1.18%） 
吉田 文夫（0.62%） 
川村 真由美（0.62%） 
崔 建忠（0.52%） 
千原 正喜（0.50%） 
渡邉 勝哉（0.46%） 

当社（分割会社） 100% 

(14)主要取引銀行 三井住友銀行 七十七銀行 
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。 
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(16)最近 3決算期間の業績 
 

 株式会社京王ズ（単体） 
（分割会社） 

株式会社遠雷 
（承継会社） 

決算期 平成 16年 
10月期 

平成 17年
10月期 

平成 18年 
10月期 

平成 16年
10月期 

平成 17年 
10月期 

平成 18年
10月期 

売上高 
（千円） 

 
4,854,994 4,419,186 4,241,010

 
― 

 
― 

 
― 

営業損益 
（千円） 

 
△214,095 △340,941 △272,568

 
△76

 
― 

 
― 

経常損益 
（千円） 

 
△243,648 291,075 △672,134

 
△76

 
― 

 
― 

当期純損益 
（千円） 

 
△226,621 129,941 △2,256,495

 
△146

 
△69 

 
△69

1株当たり 
当期純損益(円) 

 
△14,001.96 7,154.96 △111,680.08

 
― 

 
― 

 
― 

1株当たり 
年間配当金(円) 

 
2,000.00 1,000.00 ― 

 
― 

 
― 

 
― 

1株当たり 
純資産（円） 

 
164,381.32 162,127.49 42,944.81

 
30,656.41

 
30,306.53 

 
29,955.77

 
4．分割する事業部門の内容 
（1）飲食事業部門および不動産賃貸事業部門の内容 
  焼肉店舗 9店舗、和食店舗 3店舗の運営及び不動産賃貸事業であります。 
 
（2）吸収分割の対象となる事業部門の平成 18年 10月期における経営成績 
 飲食事業部門（ａ） 当社 18年 10月期実績（ｂ） 比率（ａ/ｂ） 
売上高 1,438,830千円 4,241,010千円 33.9％
売上総利益 833,308千円 1,355,926千円 61.4％
営業損益 △302,481千円 △272,568千円 ―％

経常損益 △316,186千円 △672,134千円 ―％

 
 不動産賃貸事業部門（ａ） 当社 18年 10月期実績（ｂ） 比率（ａ/ｂ） 
売上高 212,765千円 4,241,010千円 5.0％
売上総利益 110,585千円 1,355,926千円 8.1％
営業損益 98,366千円 △272,568千円 ―％

経常損益 93,976千円 △672,134千円 ―％

 
（3）承継させる資産・負債の項目及び金額（平成 18年 10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 79,078 流動負債 351,424
固定資産 1,501,239 固定負債 84,864
合計 1,580,317 合計 436,288

 
5．分割後の当社の状況 
（1） 商号      株式会社京王ズホールディングス 
（2） 事業内容    純粋持株会社 
（3） 本店所在地   宮城県仙台市青葉区中央二丁目 2番 10号 
（4） 代表者     代表取締役社長 佐々木英輔 
（5） 資本金  1,612,427千円（分割により減少はありません。） 
（6） 総資産  2,191,044千円（1,580,317千円） 
        （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 
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（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純粋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。なお、単体業

績予想の修正はございません。 
 

以 上 

 
 


