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（財）財務会計基準機構会員 

平成 19年 12月 17日 

各  位 
会 社 名 国際航業ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長   田二谷 正純 
        （コード番号 9234 東証第一部） 
問合せ先 取締役経営本部長  久門  哲雄 

                            （TEL. 03-6361-2442代表） 
 
 

当社連結子会社の環境ソリューション事業および文化財発掘調査事業の 
会社分割に関する具体的内容のお知らせ 

 

平成 19年 12月 17日開催の当社取締役会および当社 100％子会社の国際航業株式会社（以下「国

際航業」とします。）取締役会において、本年 11月 26日発表の国際航業の土壌汚染・調査修復コ

ンサルティングを主とする環境ソリューション事業および文化財発掘調査事業の会社分割につい

て具体的内容を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ 会社分割の目的 

国際航業の技術サービス分野は、公共市場に向けた建設関連業を核に成長してまいりまし

たが、公共事業の質の変化・縮減や情報技術の進展など技術革新・経営環境の変化を要因と

して、現在では多くの派生事業を抱えるようになりました。 

とりわけ、民間企業の保有する土地の土壌汚染の調査・修復コンサルティングや文化財の

発掘調査事業は、国際航業の主力事業である公共向け建設関連事業とは事業形態や競争環境

が大きく異なる事業となっております。 

 また、不動産事業に関しては、技術サービス事業と並ぶ事業として脈々と継続してきた事

業でありますが、技術サービス事業の事業形態とは当然ながら大きく異なる事業であり、不

動産事業の経営分離は、本年１０月１日に実施した国際航業ホールディングスグループの持

株会社制への移行の大きな目的の１つでもありました。 

 公共向け建設関連事業は、公共事業の縮減による競争環境の激化等により厳しい事業環境

が続いていますが、一方で、我が国経済の回復に伴う民間開発の増加や地価の下げ止まり・

土地取引の増加を背景に、不動産事業、土壌汚染調査・修復事業は伸長し、営業利益も順調

に推移しています。また、文化財発掘調査事業については、行政業務の民間開放や民間開発

の増加に伴い市場の拡大が期待できる状況にあります。 

 このように、不動産事業、環境ソリューション事業および文化財発掘調査事業の 3事業と

主力の公共建設関連事業との経営課題が大きく異なっている状況から、持株会社体制を踏ま

えた組織再編の第１段階として、3 事業と主力事業とをそれぞれ分割し、独立した事業会社

とすることといたしました。 
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不動産事業については、既にお知らせしたとおり国際航業 100％子会社である国際ファシ

リティーズ株式会社を承継会社とする吸収分割を平成 20年 1月 4日を効力発生日として行い

ます。 

今回、具体的内容を決議した環境ソリューション事業および文化財発掘調査事業について

は、それぞれ当社 100％子会社である国際環境ソリューションズ株式会社および国際文化財

株式会社を承継会社とした吸収分割を行います。 

今後は、新たな組織体制のもと、適正な事業運営体制を構築し、個々の経営目標を達成し

ていくことにより、グループの企業価値を高めてまいります。 

 

Ⅱ 会社分割の内容 

【環境ソリューション事業】 

１．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

   分割決議取締役会     平成 19年 12月 17日（月） 

   分割契約締結       平成 19年 12月 17日（月） 

   分割承認株主総会     平成 20年 2月 29日（金） 

   分割予定日（効力発生日） 平成 20年 3月 1日（土） 

（２）分割方式 

   国際航業を分割会社とし、当社の 100％子会社である国際環境ソリューションズ株式会社

を承継会社とする吸収分割です。 

（３）割当株式数 

   本会社分割に際して、承継会社が発行する普通株式 1,200株は国際航業にすべて割り当て

られ、株券は不発行とします。なお、国際航業は効力発生日において、割り当てられた株

式を剰余金とする配当を実施します。 

（４）分割会社の新株予約権およ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 

   本会社分割は、企業結合会計基準における共通支配下の取引に該当し、｢企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針｣に基づき処理いたします。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

   承継会社は、原則として環境ソリューション事業に必要とする資産・負債・権利義務（た

だし労働契約を除く）を承継します。なお、同事業に関わる従業員は、原則として承継会

社に出向となります。 

債務の承継については重畳的債務引受の方法によります。 

（７）債務履行の見込み 

   本会社分割において、分割会社および承継会社が負担すべき債務の履行の確実性について

問題はないものと判断しています。 
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２．分割当事会社の概要 
（１）商号 国際航業株式会社（分割会社） 国際環境ソリューションズ株

式会社（承継会社） 
（２）事業内容 技術サービス事業・不動産事業 環境ソリューション事業 
（３）設立年月日 昭和 22年 9月 平成 19年 12月 
（４）本店所在地 東京都千代田区六番町 2番地 東京都千代田区六番町 2番地 
（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 前川統一郎 代表取締役社長 田二谷正純 
（６）資本金 16,939百万円（H19年 9月 30日） 40百万円（H19年 12月 17日） 
（７）発行済株式数 38,157,103株 800株 
（８）純資産 33,295百万円（H19年 9月 30日） 40百万円（H19年 12月 17日） 
（９）総資産 49,084百万円（H19年 9月 30日） 40百万円（H19年 12月 17日） 
（10）決算期 3月 31日 3月 31日 
（11）従業員数 1,145人 3人 
（12）株主構成 国際航業ホールディングス（株） 

100％ 
国際航業ホールディングス

（株）100％ 
 

３．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

  環境ソリューション事業 

（２）分割する部門の経営成績（平成 19年 4月 1日から平成 19年 9月 30日） 
 環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業（ａ） 国際航業(株)実績額（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 
売上高 760百万円 13,103百万円 5.8％ 
（３）分割する資産、負債の項目および金額（平成 19年 9月 30日現在） 

資  産 負  債 
項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 
流動資産 448百万円 流動負債 171百万円 
固定資産 1百万円 固定負債 96百万円 
合計 449百万円 合計 267百万円 

（注）分割する資産及び負債は、上記平成 19 年 9 月 30 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、効

力発生日までの増減を加除修正したものとします。 

 

４．会社分割後の承継会社の状況 
（１）商号 国際環境ソリューションズ株式会社 
（２）事業内容 環境ソリューション事業 
（３）本店所在地 東京都千代田区六番町２番地 
（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長  前川 統一郎 
（５）資本金 100百万円 
（６）決算期 3月 31日 
 

５．会社分割後の分割会社の状況 
（１）商号 国際航業株式会社 
（２）事業内容 技術サービス事業 
（３）本店所在地 東京都千代田区六番町２番地 
（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中原 修 ※1 
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（５）資本金 16,939百万円（H19年 9月 30日） 
（６）決算期 3月 31日 
※1 本日別途開示している通り国際航業株式会社の代表取締役社長は平成 19年 1月 4日付けで中原修が就任する予

定です。 

 

6．分割による業績への影響の見通し 

  本件は、連結子会社による会社分割であることから連結業績への影響は軽微であります。 

 

 

【文化財発掘調査事業】 

１．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

   分割決議取締役会     平成 19年 12月 17日（月） 

   分割契約締結       平成 19年 12月 17日（月） 

   分割承認株主総会     平成 20年 3月 31日（月） 

   分割予定日（効力発生日） 平成 20年 4月 1日（火） 

（２）分割方式 

   国際航業を分割会社とし、当社の 100％子会社である国際文化財株式会社を承継会社とす

る吸収分割です。 

（３）割当株式数 

   本会社分割に際して、承継会社が発行する普通株式 1,800株は国際航業にすべて割り当て

られ、株券は不発行とします。なお、国際航業は効力発生日において、割り当てられた株

式を剰余金とする配当を実施します。 

（４）分割会社の新株予約権およ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 

   本会社分割は、企業結合会計基準における共通支配下の取引に該当し、｢企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針｣に基づき処理いたします。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

   承継会社は、原則として文化財発掘調査事業に必要とする資産・負債・権利義務（ただし

労働契約を除く）を承継します。なお、同事業に関わる従業員は、原則として承継会社に

出向となります。 

債務の承継については重畳的債務引受の方法によります。 

（７）債務履行の見込み 

   本会社分割において、分割会社および承継会社が負担すべき債務の履行の確実性について

問題はないものと判断しています。 
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２．分割当事会社の概要 
（１）商号 国際航業株式会社（分割会社） 国際文化財株式会社（承継会

社） 
（２）事業内容 技術サービス事業・不動産事業 文化財発掘調査事業 
（３）設立年月日 昭和 22年 9月 平成 19年 12月 
（４）本店所在地 東京都千代田区六番町 2番地 東京都千代田区六番町 2番地 
（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 前川統一郎 代表取締役社長 田二谷正純 
（６）資本金 16,939百万円（H19年 9月 30日） 10百万円（H19年 12月 17日） 
（７）発行済株式数 38,157,103株 200株 
（８）純資産 33,295百万円（H19年 9月 30日） 10百万円（H19年 12月 17日） 
（９）総資産 49,084百万円（H19年 9月 30日） 10百万円（H19年 12月 17日） 
（10）決算期 3月 31日 3月 31日 
（11）従業員数 1,145人 3人 
（12）株主構成 国際航業ホールディングス（株） 

100％ 
国際航業ホールディングス

（株）100％ 
 

３．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

  文化財発掘調査事業 

（２）分割する部門の経営成績（平成 19年 4月 1日から平成 19年 9月 30日） 
 文化財発掘調査事業（ａ） 国際航業(株)実績額（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 
売上高 864百万円 13,103百万円 6.6％ 
（３）分割する資産、負債の項目および金額（平成 19年 9月 30日現在） 

資  産 負  債 
項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 
流動資産 826百万円 流動負債 158百万円 
固定資産 14百万円 固定負債 20百万円 
合計 840百万円 合計 178百万円 

（注）分割する資産及び負債は、上記平成 19 年 9 月 30 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、効

力発生日までの増減を加除修正したものとします。 

 

４．会社分割後の承継会社の状況 
（１）商号 国際文化財株式会社 
（２）事業内容 文化財発掘調査事業 
（３）本店所在地 東京都千代田区六番町２番地 
（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 門屋 鉄男 
（５）資本金 100百万円 
（６）決算期 3月 31日 
 

５．会社分割後の分割会社の状況 
（１）商号 国際航業株式会社 
（２）事業内容 技術サービス事業 
（３）本店所在地 東京都千代田区六番町２番地 
（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中原 修 ※1 
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（５）資本金 16,939百万円（H19年 9月 30日） 
（６）決算期 3月 31日 
※1 本日別途開示している通り国際航業株式会社の代表取締役社長は平成 19年 1月 4日付けで中原修が就任する予

定です。 

 

６．分割による業績への影響の見通し 

  本件は、連結子会社による会社分割であることから連結業績への影響は軽微であります 

以上 


