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平成20年 2月 18日 
各 位 

会社名 株  式  会  社 松   屋 
代表者 代表取締役社長 秋田 正紀 

     （コード番号 8237 東証第一部） 
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部担当部長 

                                         武藤 勝 
（ＴＥＬ．代表03－3567－1211） 

 
 

連結子会社である株式会社スキャンデックスにおける 
会社分割（新設分割）によるストッケ事業部門の分社化に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20年 2月 18日開催の取締役会において、平成 20年 4月 1日を効力発生日として、

下記のとおり当社の子会社である株式会社スキャンデックス（以下、当子会社という。）の

「STOKKE（ストッケ）」事業を、会社分割により新たに設立する承継会社株式会社ストッケ
ジャパンに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。 

なお、本件分割は、平成20年 3月 5日開催予定の当子会社の臨時株主総会の承認を条件に行われる

予定であります。 

 
記 

 

１． 会社分割の目的 

当子会社は、北欧関連家具・リビング商品を取り扱う輸入商品卸売業を営んでおりますが、

「STOKKE（ストッケ）」と「iittala（イッタラ）」の二つが同社の主力ブランドとなります。
このたび各々のブランドの価値向上・シェア拡大・収益力強化を図ることを目的として、ストッケ

事業を分社化して独立させる会社分割を行うことを決定いたしました。 

この会社分割により、当子会社及び新しく設立される株式会社ストッケジャパンが各々の

事業に経営資源を集中し、迅速な事業運営を行うことで、当社グループ全体の企業価値の一層の

向上に努めてまいりたいと考えております。 
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２． 会社分割の要旨 

（１）分割の日程（予定） 

分割計画書承認取締役会     平成20年 2月18日 

分割計画書承認株主総会     平成20年 3月05日 

新会社設立登記日（効力発生日） 平成20年 4月01日 
 

（２）分割方式 

当子会社を分割会社とし、新たに設立する株式会社ストッケジャパンを承継会社とする

分割型の新設分割（人的分割）です。 

 
（３）割当株式数 

   新たに新設される株式会社ストッケジャパンが分割に際して発行する普通株式1,250株全てを

当子会社に割り当て交付します。なお、当子会社は、新設分割設立の日に割り当てられた株式

会社ストッケジャパン株式を、会社法第 763条第 12号ロの規定に基づき、当子会社の株主に
対してその持株比率に応じて、剰余金の配当として割り当てます。 

 

（４）分割により減少する資本金等 

本件分割により、当子会社において資本金の増減はありません。 

 
（５）分割交付金 

分割交付金の支払はありません。 

 

（６）当子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 

   当子会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 
 

（７）会計処理の概要 

   承継会社に引き継がれる当子会社の資産及び負債は、承継会社においても、当子会社における

当該資産及び負債の適切な帳簿価額にて計上されます。 

 
（８）承継会社が承継する権利義務 

①資産、負債及びこれに付随する権利義務 

承継会社は、当子会社のストッケ事業部門に属する資産、負債及びこれに付随する権利

義務の一切を承継いたします。なお、本件分割において承継会社が承継する債務については

全て免責的債務引受の方法によるものといたします。 
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②労働契約上の権利義務 

承継会社は、ストッケ事業に主として従事する従業員との間の雇用契約その他の権利

義務の一切を分割の効力発生日において当子会社より承継いたします。 

 

（９）債務履行の見込み 
当子会社、承継会社とも分割後の資産の額が負債の額を上回ること、及び収益状況についても

負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態が現在のところ予想されていないことから、

債務の履行の見込みに問題は無いと判断しております。 

 
３．分割当事会社の概要 

（１）概要  

商号 
株式会社スキャンデックス 

（分割会社） 

株式会社ストッケジャパン 

（承継会社） 

事業内容 
北欧関連家具・リビング商品の輸入

卸売業 

北欧関連家具・リビング商品の輸入

卸売業（「STOKKE（ストッケ）」

ブランド商品の輸入卸売業） 

設立年月日 平成 2年7月 2日 平成20年 4月 1日 

本社所在地 東京都中央区明石町2番 20号 東京都中央区明石町2番 20号 

代表者 代表取締役社長 高尾 司道 代表取締役社長 高尾 司道 

資本金 80百万円 50百万円 

発行済株式総数 1,250株 1,250株 

純資産 705百万円 275百万円 

総資産 1,054百万円 515百万円 

決算期 12月 31日 12月 31日 

従業員数 33名 12名 

主要取引先 鳴海製陶㈱、㈱松屋、その他 国新産業㈱、㈱松屋、その他 

大株主及び持株比率 ㈱松屋          86.8% 
ストッケ AS       10.0% 

㈱松屋          86.8% 
ストッケ AS       10.0% 

主要取引銀行 － － 

資本関係 － 

人的関係 分割会社の役員の一部が承継会社の役員を兼務する予定です。 

 

当事会社間の関係 

 取引関係 承継会社が分割会社に本社部門の業務を委託する予定です。 

※ 株式会社スキャンデックスの概要は平成 19年 6月 30日現在の実績であり、また株式会社
ストッケジャパンの概要は平成19年6月30日現在の実績を基準とした分割後の予定であります。 
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（２）最近3事業年度の業績（単体） 
決算期 ※1 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 

売上高（百万円） 1,608 1,778 1,935 

営業利益（百万円） 186 190 162 

経常利益（百万円） 199 200 170 

当期純利益（百万円） 114 104 49 

1株当たり当期純利益 95,108円 66銭 87,444円 25銭 39,837円 42銭 

1株当たり配当額 10,000円 10,000円 10,000円 

1株当たり純資産 ※2 371,981円 77銭 446,801円 02銭 523,092円 84銭 
  ※1 平成19年12月期は現在決算手続き中のため、平成18年12月期までの開示とさせていただいて

おります。 
  ※2 平成16年 12月期、平成17年 12月期は資本の部の金額を基に記載しております。 
 
 

４． 分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

 北欧関連家具・リビング商品（「STOKKE（ストッケ）」ブランド商品）の輸入卸売業 
 
（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） 

 イッタラ他 

事業部門 
（A） 

比率 

（A/C） 

ストッケ 

事業部門 
（B） 

比率 

（B/C） 

当子会社 

実績 
（C） 

売上高 1,146 59.2% 788 40.8% 1,935 

売上総利益 464 57.4% 344 42.6% 809 

営業利益 57 35.6% 104 64.4% 162 
  ※ 平成 19年 12月期は現在決算手続き中のため、平成 18年 12月期の実績を基準とした開示と

させていただいております。 
 
 （３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成19年 6月30日現在）      （単位：百万円） 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

流動資産 435 流動負債 206 

固定資産 80 固定負債 34 

合  計 515 合  計 240 

  ※ 平成 19年 6月 30日現在の貸借対照表を基準に各項目の金額を算出しているため、会社分割
の際に実際に分割される各項目の金額は上記金額とは異なります。 
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５．新設会社（承継会社）の状況 

（１）商号      株式会社ストッケジャパン 

（２）設立年月日   平成20年 4月 1日 

（３）事業内容    輸入商品卸売業 
（４）本店所在地   中央区明石町 2番20号 

（５）代表者     高尾 司道 

（６）資本金     50百万円 

（７）決算期     12月31日 

 
 

６．会社分割後の当子会社の状況 

（１）商号      株式会社スキャンデックス 

（２）設立年月日   平成2年 7月 2日 
（３）事業内容    輸入商品卸売業 

（４）本店所在地   中央区明石町 2番20号 

（５）代表者     高尾 司道 

（６）資本金     80百万円 

（７）総資産     承継会社に承継する資産相当額が減少いたします。 
（８）決算期     12月31日 

 

 

７．今後の見通し 

当子会社の会社分割により、当期の株式会社松屋の業績及び当連結会計期間の連結業績に与える

影響はありません。 

 

 

以 上 
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《会社分割の概略図》 
 
【現状】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【会社分割後】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

以 上 
 

㈱松屋 

㈱スキャンデックス 

STOKKE（ストッケ）事業 

iittala（イッタラ）事業 

LE KLINT（レ・クリント）事業 

㈱松屋 

㈱スキャンデックス 

（分割会社） 

iittala（イッタラ）事業 

LE KLINT（レ・クリント）事業 

㈱ストッケジャパン 

（承継会社・新設会社） 

STOKKE（ストッケ）事業 

 


