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平成１９年２月２３日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社  福  田  組 

代表者名 代表取締役  福 田 勝 之 

（コード番号１８９９ 東証第一部） 

問合せ先 経営企画部長 梅 津 康 男 

電話番号 ０２５－２６６－９１１１  

 

 

フクダハウジング（戸建住宅事業部門）の会社分割に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 19 年 2 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の戸建住宅

事業部門のフクダハウジング事業部を、連結子会社の株式会社リフレに会社分割して承継

させるとともに、あわせて同社の商号を「フクダハウジング株式会社」へ変更することを

決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．会社分割の目的 
  承継会社である株式会社リフレのリフォーム事業と分割対象のフクダハウジング事業

部の戸建住宅事業は、相互に補完する関係にあり、この会社分割により、グループにお

ける戸建住宅事業を集中し、当事業の発展・成長と経営効率の向上を図ります。 
  また、この会社分割により、意思決定の迅速化を図り、機動的な市場開拓や商品開発

を進め、あわせてＦＰＳ（フクダ・プロダクション・システム）の発展的継続により原

価低減を追及し、市場に価値あるサービスを提供して、顧客満足の向上に努めます。 
 
２．会社分割の要旨 
 (1) 分割の方式 
  ①分割の方式 
   当社を吸収分割会社とし、株式会社リフレを吸収分割承継会社とする分社型吸収分

割（簡易分割）です。 
  ②当分割方式を採用した理由 
   他方式に比べて事業承継が容易にできることから、当分割方式を採用しました。 
 
 (2) 分割の日程 
    分割契約書承認取締役会  平成 19年 2月 23日 
    分割契約書調印      平成 19年 2月 23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） 
 
 (3) 株式の割当 
   承継会社は、当社の完全子会社であるため、この会社分割に際して普通株式１株を

新たに発行し、当社へ割当交付いたします。 
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 (4) 承継会社が承継する権利義務 

   承継会社は、分割の効力発生日において、フクダハウジング事業部に属する資産・

負債、並びに契約上の地位に基づく権利・義務（一部を除く）を承継いたします。 

 

 (5) 債務履行の見込み 

   当社及び承継会社において、分割の効力発生日以降の債務の履行の確実性には問題

が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 12 月 31 日現在） 

商   号 

株式会社福田組 

（分割会社） 

株式会社リフレ 

（承継会社） 

「ﾌｸﾀﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ株式会社」に商号変更予定

(1) 事業内容 建設工事の請負・企画・設計・監理、

不動産の売買・賃貸・仲介・管理、 

住宅の建設・販売及び土地の造成・販

売など 

土木建築工事の設計・施工・請負、 

建築物及び施設の維持管理・運営の請

負及び代行、 

不動産の売買・仲介・賃貸など 

(2) 設立年月日 昭和 2年 12 月 29 日 昭和 47 年 6月 10 日 

(3) 本店所在地 新潟市一番堀通町 3番地 10 新潟市川岸町三丁目 17 番地 22 

(4) 代表者 福田 勝之 高橋 輝雄 

(5) 資本金 5,158 百万円 24 百万円 

(6) 発行済株式数 44,940,557 株 48,000 株 

(7) 純資産 (単体)  20,614 百万円 

(連結)  43,516 百万円 

(単体)  408 百万円 

(8) 総資産 (単体)  82,329 百万円 

(連結) 148,170 百万円 

(単体)  551 百万円 

(9) 決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(10)従業員数 (単体) 1,154 人 

(連結) 2,477 人 

(単体)   19 人 

(11)主要取引先 (販売)新潟県、国土交通省、 

 イオン㈱など 

(仕入)㈱ユアテック、 

 ダイダン㈱、野原産業㈱など 

(販売)㈱福田組、プレステージ青山管

理組合など 

(仕入)㈱廣川組、㈱山市など 

(12)大株主及び 

  持株比率 

(財)福田育英会 7.5% 

福田  正   6.8% 

㈱重機リース  5.9% 

㈱第四銀行   4.9% 

福田 直美   4.8% 

㈱福田組   100.0% 

(13)主要取引銀行 第四銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みず

ほ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三井住

友銀行、北越銀行 

第四銀行 

資本関係 承継会社は分割会社の 100%子会社です。 

人的関係 分割会社の取締役及び従業員が承継会社の取締役(2名)及び監査

役(1 名)を兼務しております。また、分割会社から承継会社に従

業員が出向しております。 

(14)当事会社の 

  関係 

取引関係 承継会社は分割会社から工事を請負っています。 



 3

 (15)最近 3 決算期間の業績 

（単位：①～⑤百万円、⑥～⑧円） 

 株式会社福田組 

（分割会社） 

株式会社リフレ 

（承継会社） 

①決算期 平成 16 年 

12 月期

平成 17 年

12 月期

平成 18 年

12 月期

平成 16 年

12 月期

平成 17 年 

12 月期 

平成 18 年

12 月期

②売上高 107,581 119,174 104,309 1,492 678 675

③営業利益又は営業

損失(△) 

3,027 2,073 1,814 30 △31 △13

④経常利益又は経常

損失(△) 

2,612 1,730 2,370 37 △25 △12

⑤当期純利益又は当

期純損失(△) 

528 △11,485 257 20 9 △6

⑥1 株当たり当期純利益

又は当期純損失(△) 

11.78 △256.43 5.76 427.40 205.77 △133.52

⑦1 株当たり配当金 9.00 9.00 9.00 100.00 - -

⑧1 株当たり純資産 756.27 469.86 460.46 8,322.59 8,735.26 7,270.56

  (注)分割会社の平成 18 年 12 月期の⑦１株当たり配当金は予定です。 

 

４．分割する事業部門の事業内容 

 (1) 分割する事業の概要 

  ①戸建住宅の建設及び販売 

  ②宅地の販売 

  ③賃貸集合住宅マネジメント 

 

 (2) 分割する事業部門の平成 18 年 12 月期における経営成績 

（単位：百万円） 

 分割事業実績(A) 当社全体実績(B) 比率(A/B) 

売上高 1,419 104,309 1.36%

 

 (3) 分割する事業部門の資産、負債の項目及び金額（平成 18 年 12 月 31 日現在で算出） 

（単位：百万円） 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価格 項  目 帳簿価格 

流動資産 920 流動負債 80

固定資産 274 固定負債 557

資産 計 1,195 負債 計 637

 

 

５．会計処理の概要 

  企業結合会計基準上、共通支配下の取引に該当するので「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 226 項」に基づき処理いたします。なお、この会社分割

による「のれん」の発生は見込まれておりません。 
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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、決算期 

   いずれもこの会社分割による変更はありません。 

 

 (2) 総資産の減少額 

   この会社分割による総資産の減少は 637 百万円を見込んでおります（４(3)参照）。 

 

 (3) 業績に与える影響 

   承継会社は当社の１００％連結子会社であるため、この会社分割により連結業績に

与える影響はありません。また、単体業績に与える影響は軽微です。 

 

７．承継会社の商号変更 

  承継会社は、この会社分割にあわせて、商号と本店所在地を以下のように変更いたし

ます。 

  (1) 新  商  号  フクダハウジング株式会社 

  (2) 新本店所在地  新潟市関新三丁目 2番 4 号 

  (3) 変  更  日  平成 19 年 4 月 1 日 

 

以上 


