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                                       （財）財務会計基準機構会員 

 

 

平成 20 年 12 月 12 日  

各  位 

 

会  社  名     コ  ン ビ  株  式  会  社 
代 表 者 名    代表取締役社長  松 浦 弘 昌 
コード 番 号     ７９３５  東証第 1 部 
問 合 わ せ 先   財務部長      吉 田 俊 哉 

ＴＥＬ（０３）５８２８－７６６１ 

 

会社分割によるアパレル事業部門の分社化に関するお知らせ 

 

平成 20 年 12 月 12 日開催の取締役会において、当社は平成 21 年４月１日を期して、下記の通り当社アパレ 

ル事業部門を会社分割し、新設するコンビネクスト株式会社（以下、「新設分割設立会社」という。）に承継する 

ことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 会社分割の目的 

新設分割会社であるコンビ株式会社は、昭和 36 年合成樹脂製品の製造を開始するとともに、以後は一貫して

ベビー用品専門メーカーとして数々の新製品を開発し「品質第一」をモットーに「コンビ」の商標で赤ちゃんの使

う「おまる、ベビーバス、ベビーラック、ベビーカー等」から幼児玩具まで、幅広いベビーの生活環境用品を生産

してまいりました。アパレル事業については「赤ちゃんがよく笑うベビー服をつくりたい」をコンセプトに平成 12 年

より SPA(製造小売業)として事業基盤を確立してまいりました。しかしながら熾烈な競争を勝ち抜き成長戦略を実

現するためには、迅速かつタイムリーな経営判断を行う体制が必要であり、そのためには独立させることが最適と

考え、アパレル事業を分社する方針を決定いたしました。 

 

 

２． 会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

   分割計画承認取締役会     平成 20 年 12 月 12 日 

   分割期日               平成 21 年 ４月  １日（予定） 

   設立登記日（効力発生日）    平成 21 年 ４月  １日（予定） 

 

 （２）分割方式 

    当社を分割会社とし、新たに設立するコンビネクスト株式会社に、当社のアパレル事業部門を承継させる新

設分割です。なお、本分割は会社法第 805 条の規定により、株主総会の承認を得ることなく行います。（簡易

分割） 
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 （３）株式の割当て 

    新設分割設立会社は普通株式 2,000 株を発行し、そのすべてを当社に割当交付いたします。 

 

 （４）分割交付金 

    本分割に際して分割交付金の支払いはありません。 

 

 （５）分割により減少する資本金の額 

    本分割により資本金の額に変更はありません。 

 

 （６）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 

当社は新株予約権及び新株予約権付社債の発行をしておりません。 

 

 （７）新設分割設立会社が承継する権利義務 

     本分割の効力発生日において、以下の第１号乃至第４号に掲げる資産、負債および契約上の地位、なら

びにその他当社が本件事業に関して有する一切の権利義務を承継いたします。 

① 資産 

・本件事業に関して有する売掛債権、製品、原材料、商品およびその他の流動資産 

・本件事業に関して有する建物造作、什器備品、その他の固定資産（ただし、一切の知的財産権を除く。） 

② 負債 

本件事業に関して有する買掛債務およびその他の負債 

③ 契約上の地位 

本件事業のみについて行う取引に関する契約上の地位及びこれに基づく権利義務 

④ 労働者派遣契約 

 派遣従業員における派遣先との労働者派遣契約およびこれに付随する一切の権利義務 

 

 （８）債務履行の見込み 

    当社および新設分割設立会社は、本分割に際して発行される新設分割設立会社の株式のすべてが当社に 

割当てられること、および、新設分割設立会社が承継する資産および負債の額はそれぞれ 1,701 百万円およ 

び 901 百万円の予定であり、資産の額が負債の額を上回ることから債務の履行の見込みがあると判断しており 

ます。 

 

 （９）新設会社に新たに就任する役員 

    本分割に際して、取締役および監査役に就任する予定の者は以下のとおりです。 

    役職 氏名 

代表取締役 木下 道太 

取締役 松浦 康雄 

取締役 松浦 弘昌 

取締役 五嶋 啓伸 

監査役 大福 一彦 
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３． 分割当事会社の概要 

（１） 当社 

平成 20 年９月 30 日現在 

（１）商号 コンビ株式会社（新設分割会社） 

（２）事業内容 
合成樹脂製品、繊維製品、木工製品、紙パルプ製品及び金属製品の

製造及び販売 

（３）設立年月日 昭和 32 年 12 月 

（４）本店所在地 東京都台東区元浅草二丁目６番７号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松浦 弘昌 

（６）資本金 2,991,922 千円 

（７）発行済株式総数 17,959,158 株 

（８）純資産（連結） 18,028,900 千円 

（９）総資産（連結） 26,628,070 千円 

（10）事業年度 毎年４月１日から翌年３月 31 日まで 

（11）大株主および持株比率 

（平成 20 年 9 月 30 日現在） 

ﾋﾟｯﾌﾟﾄｳｷｮｳ株式会社                           13.92％ 

松浦興産株式会社                            11.60％ 

ﾏﾂｳﾗｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾋﾞｰﾌﾞｲ                         3.67％

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口）              3.57％

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社（信託口）                3.36％

 

（12）新設分割会社の最近３連結会計年度の業績 

コンビ株式会社 

連結会計年度 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高（千円） 28,281,867 27,164,970 27,040,823

営業利益（千円） △309,395 1,539,482 1,976,131

経常利益（千円） △379,759 1,519,702 1,884,972

当期純利益（千円） △868,235 1,321,746 1,399,289

１株当たり当期純利益（円） △48.36 74.49 79.43

１株当たり年間配当金（円） 10.00 25.00 22.00

１株当たり純資産（円） 896.00 970.11 1,000.87

 

（２）新設分割設立会社 

平成 21 年４月１日（予定） 

（１）商号 コンビネクスト株式会社（新設分割設立会社） 

（２）事業内容 衣料・寝具等の開発、製造及び販売 

（３）設立年月日 平成 21 年４月１日（予定） 

（４）本店所在地 東京都台東区元浅草二丁目６番７号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長  木下 道太 

（６）資本金 100 百万円 
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（７）発行済株式総数 2,000 株 

（８）純資産（単独） 800 百万円 

（９）総資産（単独） 1,701 百万円 

（10）事業年度 毎年４月１日から翌年３月 31 日まで 

（11）大株主および持株比率 コンビ株式会社                              100％

 

４． 分割する事業部門の概要 

（１）アパレル事業部門の内容 

 衣料・寝具等の開発、製造及び販売を主に行っています。 

 

 （２）平成 20 年３月期における分割する事業部門の売上高 

（単位：千円） 

アパレル事業部門 

（a） 

当社単体実績 

（ｂ） 

比率 

（a／ｂ） 

当社連結実績 

（ｃ） 

比率 

（a／c） 

4,499,384 20,628,933 21.8% 27,040,823 16.6%

 

 （３）承継させる資産、負債の項目及び金額（平成 21 年４月１日予定） 

資産 負債 

項目 帳簿価額（千円） 項目 帳簿価額（千円） 

流動資産 1,577,754 流動負債 894,616

固定資産 123,384 固定負債 6,522

合計 1,701,138 合計 901,138

 

５． 会社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・事業年度の末日 

   いずれも分割による変更はありません。 

 

（２）資産 

   本分割が総資産に与える影響は軽微であります。 

 

６． 業績に与える影響 

   新設会社は当社の 100％子会社となるため、本分割が当社の連結業績に与える影響はありません。 

   また、来期以降の当社の個別業績に与える影響については、アパレル事業部門の売上高（平成 20 年３月期

実績：約 44 億円）等が減少する見込みでございます。 

以  上  

 


