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持株会社体制への移行及び商号変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成１９年３月５日に発表致しました通り、平成１９年１０月 1 日を予定と

して持株会社体制に移行する準備に入っておりますが、本日開催の取締役会において、

当社は平成１９年１０月１日を効力発生日として会社分割を行うことを決議し、当社 

１００％子会社である三和シヤッター株式会社（以下、「承継会社」という）に吸収分

割の方法により、当社の営む全事業（ビル商業施設建材事業、住宅建材事業、メンテナ

ンス・リフォーム事業。以下「本件事業」という）を承継させるべく同社との間で分割

契約書を締結致しました。 
 本件分割は当社定時株主総会(平成１９年６月２２日予定）の承認及び関係諸官庁の

許認可が得られることを条件に実施致します。 
 なお、本件分割後、持株会社となる当社は「三和ホールディングス株式会社」に商号

変更し、持株会社として引き続き上場を維持していく方針であります。また、事業を承

継する承継会社は「三和シヤッター工業株式会社」に商号を変更する予定であります。 
 

記 
 
１．持株会社への移行の目的 

 当社はシャッター分野での維持拡大、脱シャッター分野での成長を目指すととも

に、事業ポートフォリオの強化を狙い、日本・米国・欧州・中国（アジア）の４極

市場での確固たる地位の確立を経営戦略上の目標と定め、事業展開を図ってまいり

ました。 
 これらの展開により当社は 6 期連続での営業利益の増益を達成して参りました

が、より効果的なグループ戦略の立案能力、グループガバナンスの向上を図るため

には、当社の事業運営とグループの戦略機能・経営管理機能を分離し、当社グルー

プを持株会社体制へと移行させることがより効果的であると判断致しました。 
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 今後は新しい体制下で経営スピードをより一層高め、グループ経営のガバナンス

向上・事業会社の更なる競争力強化・グループ戦略機能の強化を実施していくこと

で更なる企業価値の向上を目指して参ります。 
 

２．会社分割の要旨 
(1) 会社分割の日程 

分割承認株主総会基準日    平成 19 年３月 31 日 
分割決議取締役会       平成 19 年 5 月 14 日   
分割契約締結         平成 19 年 5 月 14 日   
分割承認株主総会       平成 19 年 6 月 22 日(予定）   
分割期日（効力発生日）    平成 19 年 10 月 1 日(予定） 
             

(2) 分割方式 
①分割方式 
当社を分割会社とし、当社の完全子会社である三和シヤッター株式会社を承

継会社とする分社型（物的）吸収分割であります。 
② 当該分割方式を採用した理由 
持株会社体制への移行を効率的かつ円滑に行うため、当該分割方式を採用致

しました。 
 

(3) 分割により減少する資本金等 
該当事項はありません。 
 

(4) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
当社は、役員・従業員を対象に新株予約権を発行しておりますが、この取扱い

について本件分割による変更はありません。 
 

(5) 承継会社が承継する権利義務 
 承継会社は、分割契約書に別段の定めがあるものを除き、当社の平成１９年

３月３１日現在における貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに

分割期日前日までの増減を加減した本件事業に関する資産、負債及び一切の債

権債務、雇用契約その他の権利義務の全てを、分割期日において当社から承継

するものといたします。なお、債務の承継については、重畳的債務引受の方法

によるものといたします。 
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(6) 債務履行の見込み 
 本件分割後の当社及び承継会社は、ともに資産の額が負債の額を上回ること

が見込まれており、また、収益状況においても負担すべき債務の履行に支障を

及ぼす事態が予測されないことから、債務については履行の確実性に問題はな

いものと判断しております。 
 

３． 分割当事会社の概要 
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 分割会社 
（平成１９年３月３１日現在） 

承継会社 
(平成１９年４月２日現在） 

(1) 商号 

三和シヤッター工業株式会社 
（平成１９年３月３１日現在。平成１９年

１０月１日「三和ホールディングス株式会

社」に商号変更予定）(※１) 

三和シヤッター株式会社 
（平成１９年４月２日現在。平成１９年

１０月１日「三和シヤッター工業株式会

社」に商号変更予定） 

(2) 事業内容 建築用金属製品の製造販売並びにメンテ

ナンス・リフォーム等のサービス 
建築用金属製品の製造販売並びにメン

テナンス・リフォーム等のサービス 
(3) 創立年月日 昭和３１年４月１０日 平成１９年４月２日 
(4) 本店所在地 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 東京都板橋区新河岸二丁目３番５号 
(5) 代表者の役職・

氏名 代表取締役社長 髙山 俊隆 代表取締役社長 黒澤 勝(※３） 

(6) 資本金 ３８,４１３百万円 １００百万円 
(7) 発行済株式数 ２７０，４２０，４９７ 株 １０株 

連結 １５１，１６８百万円 (8) 純資産 
単体 １４２，５０２百万円 単体 １００百万円 

連結 ３１８，２９３百万円 (9) 総資産 
単体 ２４７，６４７百万円 単体 １００百万円 

(10) 決算期 ３月末日 ３月末日 
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱ 
        （信託口） 7.36% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱ 
        （信託口） 6.00% 

第一生命保険(相)   4.51% 
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱ 
        （信託口４） 3.52% 

㈱三井住友銀行 3.25% 
日本生命保険(相)  2.93% 
ニッセイ同和損害保険㈱  2.86% 
日新製鋼㈱  2.57% 
ソニー生命保険㈱ 1.85% 

(11) 大株主及び 
持株比率(※２) 

三菱 UFJ 信託銀行㈱   1.71% 

三和シヤッター工業㈱ 100% 

(※1)分割会社の商号変更は、平成１９年６月２２日開催予定の分割会社の定時株主総会において承認され 
  ることを条件としております。 
(※２)当社は自己株式 24,455 千株（所有株比率 9.04％）を保有しておりますが、上記の大株主から除外し 
  ております。 
(※３)承継会社の代表取締役社長は平成１９年５月１１日付で黒澤勝が辞任し、新たに渡辺静雄が就任し 
    ております。 



４． 分割する事業部門の概要 
(1) 分割する部門の事業内容 

① ビル商業施設建材事業 
② 住宅建材事業 
③ メンテナンス・リフォーム事業 

  （当社のグループ戦略機能、グループ会社の経営管理機能等にかかる部門を除く) 
 

(2) 分割する部門の経営成績 
 
 
 
 
 
 

 分割事業部門(A) 
平成１９年３月期 

提出会社(分割前)(B) 
平成１９年３月期 

(A)/(B)×100 

売上高 173,444 百万円 173,444 百万円 100.0% 
売上総利益 44,879 百万円      44,879 百万円 100.0% 
営業利益 10,550 百万円 10,550 百万円 100.0% 

 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成 1９年 3 月 31 日現在) 
 資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 
流動資産 82,626 百万円 流動負債 50,320 百万円 
固定資産  17,280 百万円 固定負債 8,125 百万円 
合計 99,906 百万円 合計 58,445 百万円 
※分割する事業部門の資産・負債の項目及び金額は、平成 19 年 3 月 31 日現

在の貸借対照表を基準に算出いたしておりますので、上記に分割期日までの変

動分を加除したものが、分割する金額となります。 

 
 
 
 
 
 
 

5. 会社分割後の吸収分割承継会社の状況 
(1) 商号 三和シヤッター工業株式会社（平成１９年１０月

１日付で三和シヤッター株式会社から商号変更

予定） 
(英文社名 Sanwa Shutter Corporation) 

(2) 事業内容 建築用金属製品の製造販売並びにメンテナン

ス・リフォーム等のサービス 
(3) 本店所在地 東京都板橋区新河岸二丁目３番５号 
(4) 代表者の役職・氏名 未定 
(5) 資本金 １００百万円 
(6) 決算期 ３月末日 
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6. 会社分割後の上場会社の状況 
(1) 商号 三和ホールディングス株式会社（平成１９年１０月

１日付で三和シヤッター工業株式会社から商号変更

予定） 
(英文社名 Sanwa Holdings Corporation） 

(2) 事業内容 持株会社としての事業子会社の支配・管理、不動

産の賃貸等 
(3) 本店所在地 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 
(4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 髙山 俊隆 
(5) 資本金 38,413 百万円 
(6) 決算期 ３月末日 
(7) 分割による業績への影響の見通し 

 承継会社は当社の 100％子会社となるため、本件分割が当社の連結業

績に与える影響はありません。また、当社の単体業績につきましては、

本件分割後、当社の収入は子会社及び関係会社からの配当収入及び不動

産賃貸料、経営管理料・業務委託料収入となり、費用は、持株会社機能

に係るものが中心となる予定であります。 
 なお、分割後の業績見通しにつきましては、確定次第、お知らせいた

します。 
 
 

以上 
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