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スリープログループ株式会社への株式譲渡を前提とする 

会社分割による子会社新設のお知らせ 

  

当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年 10 月１日を効力発生日として、当社唐津 SiLK 

Hotlines にて取り扱っている事業以外の、インハウス型のコールセンター業務及びコンタクトセンター

業務（以下あわせて「本件事業」といいます。）に関する権利義務を会社分割（新設分割）により子会

社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。また、本件新設会社については、

詳細については現在協議中ですが、スリープログループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締

役：高野研 以下「TPG」）に対し、その株式を譲渡する予定となっております。 

なお、本会社分割は、単独で行う新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示して

おります。 

 

１．会社分割の目的 

当社は、平成 19 年 8 月に株式会社ドリーム・トレイン・インターネットを子会社化し、平成 19 年 10

月に同社の子会社であった株式会社スーパーホットラインズのコールセンター事業を譲受いたしま

した。当該事業はインターネットサービスプロバイダーや企業向けの各種コールセンター業務の受

託、コンタクトセンター業務等多岐にわたりますが、グループ内の事業の効率化を目指して大規模

な体制の整備を行い、本年４月に佐賀県唐津市に大規模なコールセンターである「SiLK Hotlines」

を開設して運営を開始し、自社グループのコールセンター運営をはじめとする多くのコールセンタ

ー業務を同センターに集約して行っております。 

しかしながら、取引先顧客事務所内でのコールセンター業務（いわゆるインハウス型のコールセ

ンター業務受託）については、首都圏以外での運用が難しいため、本件事業に関しては、SiLK 

Hotlines に移管せず、本社にて業務を行っておりましたが、本日 TPG が発表しております広報資

料「フリービット株式会社の新設子会社の株式取得について」に記載のとおり、本件事業を承継す

る新設子会社の株式を TPG に譲渡することを前提として、会社分割により子会社である株式会社



 

 

コラソン（仮称）を設立し、TPG との協力関係を構築することとなりました。 

今回の会社分割で、新設子会社が本件事業を承継し、当社の本件事業に関わっている従業員

が当社の「インターネットをひろげ、社会に貢献する」という企業理念を掲げ、中心となって引き続き

業務にあたるとともに、新設会社が TPG のグループ会社となることで、コールセンターの受託業務

に関して大規模に展開している TPG の運用実績やノウハウを活かし、本件事業のお客様に対する

よりよいサービス環境を提供するとともに、当社のコールセンター事業を「SiLK Hotlines」に集中さ

せることで、コアコンピタンスを充実させ、より効率的かつ高品質なコールセンター運営を行うことを

目指しております。 

 

【本件新設分割・株式譲渡の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．会社分割の要旨 

（１）会社分割（新設分割）の日程 

平成 20 年８月 21 日 分割決議承認取締役会 

平成 20 年８月 22 日～ 労働者説明 

平成 20 年 10 月１日（予定） 新会社設立登記日（効力発生日） 

（注）本件会社分割（新設分割）は会社法第 805 条の規定に基づき、会社法第 804 条第１項に定め

る株主総会の承認を得ずに行われます。 

（２）分割方式 

当社を分割会社とし、新設する株式会社コラソン（仮称）を承継会社とする、新設分割です。 



 

 

（３）株式の割当 

本件分割にあたって新設会社が発行する株式は、すべて当社に割り当てられます。 

（４）分割により減少する資本金等 

本件会社分割（新設分割）により資本金等の減少はありません。 

（５）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 

該当事項はありません。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

株式会社コラソン（仮称）は、承継する事業の遂行上、必要と判断される本件事業に係る資産及

び契約上の地位、雇用計画並びにこれらに付随する権利・義務を承継いたします。 

（７）債務履行の見込み 

本件会社分割（新設分割）において、効力発生日以降における当社及び新設会社が負担すべ

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 20 年７月 31 日現在） 

商   号 フリービット株式会社 （分割会社） 株式会社コラソン （承継会社／予定） 

事業内容 インターネット接続事業者へのインフラ

等提供事業、ユビキタスネットワーク提

供事業、インターネットビジネスに関す

るコンサルティング事業 

通信回線の利用導入に関するコンサル

ティング業務、パソコン、パソコン周辺機

器及びデジタルカメラ等の操作に関する

指導、教育、労働者派遣事業 等 

設立年月日 平成 12 年５月１日 平成 20 年 10 月１日 

本店所在地 東京都渋谷区円山町３番６号 東京都新宿区西新宿７丁目 21 番３号 

代表者の 

役職･氏名 

代表取締役社長 石田 宏樹 

代表取締役副社長 田中 伸明 

代表取締役 石島謙作 

代表取締役 武田知之 

資本金 1,813,325 千円 100 千円 

発行済株式数 45,848 株 200 株 

純資産 2,660,732 千円 

（平成 20 年４月 30 日現在）
－ 

総資産 8,983,631 千円 

（平成 20 年４月 30 日現在）
－ 

決算期 ４月 30 日 10 月 31 日 

大株主及び 

持株比率 

石田 宏樹 

田中 伸明  

ソニー株式会社 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社(信託口) 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 

株式会社オービックビジネス

コンサルタント 

（平成 20 年 4 月 30 日現在）

19.26%

15.35%

5.43%

4.30%

4.02%

2.47%

フリービット株式会社 100.00%



 

 

 

４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

コールセンター事業（インハウス型のコールセンター業務受託） 

コンタクトセンター事業 

（２）分割する部門の経営成績 

 分割する本件事業 

20 年４月期実績(a) 

当社 20 年４月期 

連結実績(b) 

比率(a/b) 

売上高 118,411 千円 8,074,116 千円 1.47％ 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 20 年７月 31 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 100 千円 流動負債 －

固定資産 386 千円 固定負債 －

合  計 486 千円 合  計 －

 

５．会社分割後の上場会社の状況 

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期の変更はありません。 

 

６．今後の見通し 

本件会社分割による当社平成 21 年４月期連結業績への影響は軽微であると見込んでおります。

また、本件会社分割に伴う TPG への新設会社の株式譲渡に関しては、決定があり次第開示いたし

ます。 

以上 


