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平成 21 年 2 月 13 日 

 

 

各 位 

 

会 社 名： 株 式 会 社   ダ  イ  ナ ッ ク 

代表者名： 代表取締役社長   若 杉    和 正 

（コード番号：２６７５ 東証第二部） 

問合せ先： 取締役 管理本部長 法務･総務部長 

CSR 推進担当   大和田  雄 三 

（電話： ０３‐３３４１‐４２１６） 

 

 

 

当社の非上場の親会社であるサントリー株式会社による会社分割を用いた 

純粋持株会社制への移行に関するお知らせ 

 

 

 当社の親会社であるサントリー株式会社（以下、「サントリー」といいます。）は、平成 21 年 2 月

12 日に開催された取締役会において、平成 21 年 4 月 1 日付にて吸収分割の方法により、サントリー

がコーポレート部門において営む事業を「サントリーホールディングス株式会社（以下、「サントリ

ーホールディングス」といいます。）」に、サントリーの食品事業（飲料製造事業の一部及び健康食品

事業を除く）を「サントリー食品株式会社」に、サントリーのワイン事業を「サントリーワインイン

ターナショナル株式会社」にそれぞれ承継し、また、同日付にて新設分割の方法により、サントリー

の飲料製造事業の一部を「サントリープロダクツ株式会社」に、サントリーの健康食品事業を「サン

トリーウエルネス株式会社」に、サントリーが酒類営業部門（ワインを除く）において営む事業を「サ

ントリービア＆スピリッツ株式会社」に、サントリーがビジネスサポート部門において営む事業を「サ

ントリービジネスエキスパート株式会社」にそれぞれ継承し、持株会社制度に移行することを決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記 

 

Ⅰ．サントリーのコーポレート部門において営む事業のサントリーホールディングス株式会社へ

の吸収分割 

 

１．会社分割の目的 

企業を取り巻く環境が大きく変化していく中で、サントリーは“グローバル総合酒類食品企業”

を目指し、更なる持続的成長とサントリーグループ全体の企業価値の最大化を図るため、“グル

ープ経営”と“事業執行”を分離させる新たなグループ経営体制を構築することとしました。当

該吸収分割により、持株会社として“グループ全体の中長期的成長”を実現すべく、事業横串で

の連携強化とともに、グループ全体最適の視点から経営資源の最適化を図ります。今まで以上に

スピーディかつ大胆に成長市場において、戦略的Ｍ＆Ａや新規事業への参入などを実行していき

ます。 
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２．会社分割の要旨 

 分割の日程 

    分割決議取締役会（サントリー）   平成 21 年２月 12 日 

    分割決議取締役会（サントリーホールディングス） 平成 21 年２月 16 日（予定） 

    分割契約締結日     平成 21 年２月 16 日（予定） 

    分割承認株主総会     平成 21 年３月 12 日（予定） 

    分割の効力発生日     平成 21 年４月 １日（予定） 

 

３．分割事業会社の概要 

 (1)分割方式 

サントリーを分割会社とし、サントリーホールディングスを承継会社とする吸収分割です。 

 

(2)分割に係る割当ての内容 

吸収分割に際して分割会社に株式その他の金銭は交付されません。 

 

(3)分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

サントリーホールディングスは、サントリーの完全親会社であり、かつ、かかる資本関係は吸

収分割の効力発生日後も継続するところ、かかる当事者間の資本関係に鑑み、吸収分割に際して、

サントリーホールディングスがサントリーから承継する事業に関する権利義務に代わる金銭等

を、サントリーに対して交付しないものとします。 

 

(4)分割により減少する資本金等 

分割により減少する資本金等はありません。 

 

(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 

サントリーホールディングスは、サントリーとの間で平成 21 年２月 16 日付にて締結予定の分

割契約書に別段の定めのあるものを除き、効力発生日においてサントリーがコーポレート部門に

おいて営む事業に関して有する資産及び権利、上記の事業に関して負担する債務及び義務、並び

に上記の事業に関して有する契約上の地位を承継します。 

 

(7)債務履行の見込み 

会社分割によりサントリーホールディングスが承継する資産の価格は、承継する負債の価格を

上回る予定であり、サントリーホールディングスは将来もこの状況が続くものと思われますので、

債務を履行する見込みは十分にあります。また、サントリーの債務履行の見込みについても、分

割後の資産額が分割後の負債額を上回っており、問題ないと判断しております。 
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(8)分割当事会社の概要 

(注)１．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として資本金を 150 億円に減少する予定で

す。 

２．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として株式併合によりその発行済株式総数

を 300,000 株とする予定です。 

 

４．承継する事業部門の概要 

(1)承継する部門の事業内容 

サントリーがコーポレート部門において営む事業 

 

(2)承継する部門の経営成績 

承継する事業に係る売上等はありません。 

 

(3)承継する資産の項目及び金額 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産（億円） 2,768 流動負債（億円） 1,110

固定資産（億円） 3,936 固定負債（億円） 1,866

合計（億円） 6,704 合計（億円） 2,976

 

 

 

 分割会社 

（平成 20 年６月 30 日現在） 

吸収分割承継会社 

（平成21年２月16日設立時予定）

(1)商号 サントリー株式会社 サントリーホールディングス株式

会社 

(2)事業内容 食品、酒類の製造・販売 食品、酒類その他の事業を営む会

社の株式等を保有することによる

当該会社等の事業活動の支配及び

管理並びにこれに附帯関連する事

業 

(3)設立年月日 大正 10 年 12 月１日 平成 21 年２月 16 日（予定） 

(4)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40号 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40号

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 代表取締役社長 佐治 信忠 

(6)資本金 30,000 百万円 70,000 百万円 

(7)発行済株式数 687,136,196 株 687,136,196 株 

(8)純資産 377,915 百万円（単体） 357,856 百万円 

(9)総資産 929,749 百万円（単体） 357,856 百万円 

(10)決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(11)大株主及び持株比率 寿不動産株式会社    89.33％

サントリー持株会    4.51％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

1.00％

株式会社三井住友銀行   1.00％

住友信託銀行株式会社   1.00％

日本生命保険相互会社   1.00％

アライド ドメック ネザーラン

ズ ビー．ブイ．       1.00％

財団法人サントリー生物有機科学

研究所                 1.00％

 

（平成 21 年２月 16 日付でサント

リーホールディングス 100％） 

寿不動産株式会社     89.33％

サントリー持株会      4.51％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

1.00％

株式会社三井住友銀行   1.00％

住友信託銀行株式会社   1.00％

日本生命保険相互会社   1.00％

アライド ドメック ネザーラン

ズ ビー．ブイ．       1.00％

財団法人サントリー生物有機科学

研究所                 1.00％

 

（設立時予定） 
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５．会社分割後の吸収分割承継会社の状況 

(1)商号 サントリーホールディングス株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類その他の事業を営む会社の株式等を所有することによる当

該会社等の事業活動の支配及び管理並びにこれに附帯関連する事業 

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(5)資本金 70,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

 

６．会社分割後の非上場の親会社の状況 

(1)商号 サントリーホールディングス株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類その他の事業を営む会社の株式等を所有することによる当

該会社等の事業活動の支配及び管理並びにこれに附帯関連する事業 

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(5)資本金 70,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

(注) 当社は、サントリーとサントリーホールディングスの会社分割により平成 21 年４月１日付にて

サントリーホールディングスの子会社となる予定です。 

 

７．今後の見通し 

    分割会社は、サントリーホールディングスの完全子会社であるため、本分割が親会社等の連結

の業績に与える影響はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。 

 

Ⅱ．サントリーの食品事業（飲料製造事業の一部及び健康食品事業を除く）のサントリー食品株

式会社への吸収分割 

 

１．会社分割の目的 

サントリーは新たなグループ経営体制を構築し、当該吸収分割により事業戦略の策定や執行権

限が委譲されることで、より市場や顧客に密着したスピーディかつ柔軟な意思決定を行い、食品

事業の自立成長を牽引していきます。 

 

２．会社分割の要旨 

 分割の日程 

    分割決議取締役会（サントリー）  平成 21 年２月 12 日 

    分割決議取締役会（サントリー食品株式会社） 平成 21 年２月 16 日（予定） 

    分割契約締結日    平成 21 年２月 16 日（予定） 

    分割承認株主総会（各社）   平成 21 年３月 12 日（予定） 

    分割の効力発生日    平成 21 年４月 １日（予定） 

 

３．分割事業会社の概要 

(1)分割方式 

サントリーを分割会社とし、サントリー食品株式会社を承継会社とする分割型吸収分割です。 

 

(2)分割に係る割当ての内容 

サントリーに対して、サントリー食品株式会社の株式 239,800 株を割当て交付します。 
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(3)分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

   サントリー食品株式会社が割当てる前記株式数については、承継会社がサントリーの 100％子

会社であり、割当てられる株式の数によってサントリーの純資産に変動はないため、これを任意

に定めることができると認められるところ、１株当たりの純資産額等を考慮して決定したもので

す。 

 

(4)分割により減少する資本金等 

分割により減少する資本金等はありません。 

 

(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 

承継会社は、サントリーとの間で平成 21 年２月 16 日付にて締結予定の分割契約書に別段の定

めのあるものを除き、効力発生日においてサントリーが食品事業（飲料製造事業の一部及び健康

食品事業を除く）に関して有する資産及び権利、上記の事業に関して負担する債務及び義務、並

びに上記の事業に関して有する契約上の地位を承継します。 

 

(7)債務履行の見込み 

会社分割により承継会社が承継する資産の価格は、承継する負債の価格を上回る予定であり、

承継会社は将来もこの状況が続くものと思われますので、債務を履行する見込みは十分にありま

す。また、サントリーの債務履行の見込みについても、分割後の資産額が分割後の負債額を上回

っており、問題ないと判断しております。 

 

(8)分割当事会社の概要 

 分割会社 

（平成 20 年６月 30 日現在） 

吸収分割承継会社 

（平成 21 年２月 12 日現在） 

(1)商号 サントリー株式会社 サントリー食品株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類の製造・販売 会社分割前は事業を行っておりま

せん。 

(3)設立年月日 大正 10 年 12 月１日 平成 21 年１月 23 日 

(4)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40号 東京都港区台場二丁目３番３号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 代表取締役社長 白井省三 

(6)資本金 30,000 百万円 10 百万円 

(7)発行済株式数 687,136,196 株 200 株 

(8)純資産 377,915 百万円（単体） 10 百万円 

(9)総資産 929,749 百万円（単体） 10 百万円 

(10)決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(11)大株主及び持株比率 寿不動産株式会社    89.33％

サントリー持株会    4.51％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

1.00％

株式会社三井住友銀行   1.00％

住友信託銀行株式会社   1.00％

日本生命保険相互会社   1.00％

アライド ドメック ネザーラン

ズ ビー．ブイ．       1.00％

財団法人サントリー生物有機科学

研究所                 1.00％

 

（平成 21 年２月 16 日付でサント

リーホールディングス 100％） 

サントリー株式会社 100％ 
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(注)１．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として資本金を 150 億円に減少する予定で

す。 

２．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として株式併合によりその発行済株式総数

を 300,000 株とする予定です。 

 

４．承継する事業部門の概要 

(1)承継する部門の事業内容 

サントリーの食品事業（飲料製造事業の一部及び健康食品事業を除く） 

 

(2)承継する部門の経営成績（平成 20 年 12 月期） 

売上高 約 6,233 億円 

 

(3)承継する資産の項目及び金額 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産（億円） 84 流動負債（億円） 353

固定資産（億円） 703 固定負債（億円） 0

合計（億円） 788 合計（億円） 353

 

５．会社分割後の吸収分割承継会社の状況 

(1)商号 サントリー食品株式会社 

(2)事業内容 清涼飲料その他の飲料の製造及び販売 

(3)本店所在地 東京都港区台場二丁目３番３号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 白井 省三 

(5)資本金 12,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

 

６．会社分割後の非上場の親会社の状況 

(1)商号 サントリーホールディングス株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類その他の事業を営む会社の株式等を所有することによる当

該会社等の事業活動の支配及び管理並びにこれに附帯関連する事業 

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(5)資本金 70,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

(注) 当社は、サントリーとサントリーホールディングスの会社分割により平成 21 年４月１日付にて

サントリーホールディングスの子会社となる予定です。 

 

７．今後の見通し 

承継会社は、サントリーホールディングスの完全子会社となるため、本分割が親会社等の連結

の業績に与える影響はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。 

 
Ⅲ．サントリーのワイン事業のサントリーインターナショナル株式会社への吸収分割 

 

１．会社分割の目的 

サントリーは新たなグループ経営体制を構築し、当該吸収分割により事業戦略の策定や執行権

限が委譲されることで、より市場や顧客に密着したスピーディかつ柔軟な意思決定を行い、ワイ

ン事業の自立成長を牽引していきます。 
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２．会社分割の要旨 

 分割の日程 

    分割決議取締役会（サントリー）  平成 21 年２月 12 日 

    分割決議取締役会 

（サントリーワインインターナショナル株式会社） 平成 21 年２月 16 日（予定） 

    分割契約締結日    平成 21 年２月 16 日（予定） 

    分割承認株主総会    平成 21 年３月 12 日（予定） 

    分割の効力発生日    平成 21 年４月 １日（予定） 

 

３．分割事業会社の概要 

 (1)分割方式 

   サントリーを分割会社とし、サントリーワインインターナショナル株式会社を承継会社とする

分割型吸収分割です。 

 

(2)分割に係る割当ての内容 

サントリーに対して、サントリーワインインターナショナル株式会社の株式 39,800 株を割当

て交付します。 

 

(3)分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

    サントリーワインインターナショナル株式会社が割当てる前記株式数については、承継会社が

サントリーの 100％子会社であり、割当てられる株式の数によってサントリーの純資産に変動は

ないため、これを任意に定めることができると認められるところ、１株当たりの純資産額等を考

慮して決定したものです。 

 

(4)分割により減少する資本金等 

分割により減少する資本金等はありません。 

 

(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 

   サントリーワインインターナショナル株式会社は、サントリーとの間で平成 21 年２月 16 日付

にて締結予定の分割契約書に別段の定めのあるものを除き、効力発生日においてサントリーがワ

イン事業に関して有する資産及び権利、上記の事業のために負担する債務及び義務、並びに上記

の事業に関して有する契約上の地位を承継します。 

 

(7)債務履行の見込み 

会社分割により承継会社が承継する資産の価格は、承継する負債の価格を上回る予定であり、

承継会社は将来もこの状況が続くものと思われますので、債務を履行する見込みは十分にありま

す。また、サントリーの債務履行の見込みについても、分割後の資産額が分割後の負債額を上回

っており、問題ないと判断しております。 
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(8)分割当事会社の概要 

(注)１．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として資本金を 150 億円に減少する予定で

す。 

２．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として株式併合によりその発行済株式総数

を 300,000 株とする予定です。 

 

４．承継する事業部門の概要 

(1)承継する部門の事業内容 

サントリーのワイン事業 

 

(2)承継する部門の経営成績（平成 20 年 12 月期） 

売上高 約 385 億円 

 

(3)承継する資産の項目及び金額 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産（億円） 87 流動負債（億円） 3

固定資産（億円） 42 固定負債（億円） 14

合計（億円） 129 合計（億円） 17

 

 

 

 

 

 分割会社 

（平成 20 年６月 30 日現在） 

吸収分割設立会社 

（平成 21 年２月 12 日現在） 

(1)商号 サントリー株式会社 サントリーワインインターナショ

ナル株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類の製造・販売 会社分割前は事業を行っておりま

せん。 

(3)設立年月日 大正 10 年 12 月１日 平成 20 年 10 月７日 

(4)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40

号 

東京都港区台場二丁目３番３号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 代表取締役社長 八木 徹 

(6)資本金 30,000 百万円 10 百万円 

(7)発行済株式数 687,136,196 株 200 株 

(8)純資産 377,915 百万円（単体） 10 百万円 

(9)総資産 929,749 百万円（単体） 10 百万円 

(10)決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(11)大株主及び持株比率 寿不動産株式会社    89.33％

サントリー持株会    4.51％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

1.00％

株式会社三井住友銀行   1.00％

住友信託銀行株式会社   1.00％

日本生命保険相互会社   1.00％

アライド ドメック ネザーラン

ズ ビー．ブイ．       1.00％

財団法人サントリー生物有機科学

研究所                 1.00％

 

（平成 21 年２月 16 日付でサント

リーホールディングス 100％） 

サントリー株式会社 100％ 
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５．会社分割後の吸収分割承継会社の状況 

(1)商号 サントリーワインインターナショナル株式会社 

(2)事業内容 ワインその他の酒類の製造及び販売 

(3)本店所在地 東京都港区台場二丁目３番３号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 八木 徹 

(5)資本金 2,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

 

６．会社分割後の非上場の親会社の状況 

(1)商号 サントリーホールディングス株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類その他の事業を営む会社の株式等を所有することによる当

該会社等の事業活動の支配及び管理並びにこれに附帯関連する事業 

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(5)資本金 70,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

(注) 当社は、サントリーとサントリーホールディングスの会社分割により平成 21 年４月１日付にて

サントリーホールディングスの子会社となる予定です。 

 

７．今後の見通し 

承継会社は、サントリーホールディングスの完全子会社となるため、本分割が親会社等の連結

の業績に与える影響はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。 

 

Ⅳ．サントリーの飲料製造事業の一部のサントリープロダクツ株式会社への新設分割 

 

１．会社分割の目的 

サントリーは新たなグループ経営体制を構築し、当該新設分割により事業戦略の策定や執行権

限が委譲されることで、より市場や顧客に密着したスピーディかつ柔軟な意思決定を行い、飲料

製造事業の自立成長を牽引していきます。 

 

２．会社分割の要旨 

 分割の日程 

    分割決議取締役会（サントリー）  平成 21 年２月 12 日 

    分割承認株主総会（サントリー）  平成 21 年３月 12 日（予定） 

    分割の効力発生日    平成 21 年４月 １日（予定） 

 

３．分割事業会社の概要 

 (1)分割方式 

   サントリーを分割会社とし、新たに設立するサントリープロダクツ株式会社を新設会社とする

分社型新設分割です。 

 

(2)分割に係る割当ての内容 

サントリーに対して、サントリープロダクツ株式会社の株式 10,000 株を割当て交付します。 
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(3)分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

    サントリープロダクツ株式会社が割当てる前記株式数については、新設会社がサントリーの

100％子会社であり、割当てられる株式の数によってサントリーの純資産に変動はないため、こ

れを任意に定めることができると認められるところ、１株当たりの純資産額等を考慮して決定し

たものです。 

 

(4)分割により減少する資本金等 

分割により減少する資本金等はありません。 

 

(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 

   サントリープロダクツ株式会社は、平成 21 年２月 12 日付の分割計画書に別段の定めのあるも

のを除き、新設会社の成立の日においてサントリーの飲料製造事業の一部に関して有する資産及

び権利、上記の事業に関して負担する債務及び義務、並びに上記の事業に関して有する契約上の

地位を承継します。 

 

(7)債務履行の見込み 

会社分割により新設会社が承継する資産の価格は、承継する負債の価格を上回る予定であり、

新設会社は将来もこの状況が続くものと思われますので、債務を履行する見込みは十分にありま

す。また、サントリーの債務履行の見込みについても、分割後の資産額が分割後の負債額を上回

っており、問題ないと判断しております。 

 

(8)分割当事会社の概要（平成 20 年６月 30 日現在） 

 分割会社 

(1)商号 サントリー株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類の製造・販売 

(3)設立年月日 大正 10 年 12 月１日 

(4)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(6)資本金 30,000 百万円 

(7)発行済株式数 687,136,196 株 

(8)純資産 377,915 百万円（単体） 

(9)総資産 929,749 百万円（単体） 

(10)決算期 12 月 31 日 

(11)大株主及び持株比率 寿不動産株式会社    89.33％ 

サントリー持株会    4.51％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.00％ 

株式会社三井住友銀行   1.00％ 

住友信託銀行株式会社   1.00％ 

日本生命保険相互会社   1.00％ 

アライド ドメック ネザーランズ ビー．ブイ． 1.00％ 

財団法人サントリー生物有機科学研究所          1.00％ 

 

（平成 21 年２月 16 日付でサントリーホールディングス 100％） 

(注)１．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として資本金を 150 億円に減少する予

定です。 

２．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として株式併合によりその発行済株式

総数を 300,000 株とする予定です。 
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４．承継する事業部門の概要 

(1)承継する部門の事業内容 

サントリーの飲料製造事業の一部 

 

(2)承継する部門の経営成績 

  承継する事業に係る売上等はありません。 

 

(3)承継する資産の項目及び金額 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産（億円） ０ 流動負債（億円） 17

固定資産（億円） 335 固定負債（億円） ０

合計（億円） 335 合計（億円） 17

 

５．会社分割後の新設分割設立会社の状況 

(1)商号 サントリープロダクツ株式会社 

(2)事業内容 清涼飲料その他の飲料の製造 

(3)本店所在地 東京都港区台場二丁目３番３号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 垣見 吉彦 

(5)資本金 500 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

 

６．会社分割後の非上場の親会社の状況 

(1)商号 サントリーホールディングス株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類その他の事業を営む会社の株式等を所有することによる当

該会社等の事業活動の支配及び管理並びにこれに附帯関連する事業 

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(5)資本金 70,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

(注)当社は、サントリーとサントリーホールディングスの会社分割により平成 21 年４月１日付にて 

サントリーホールディングスの子会社となる予定です。 

 

７．今後の見通し 

本分割は、完全子会社を設立する新設分割であるため、本分割が親会社等の連結の業績に与え

る影響はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。 

 

Ⅴ．サントリーの健康食品事業のサントリーウエルネス株式会社への新設分割 

 

１．会社分割の目的 

サントリーは新たなグループ経営体制を構築し、当該新設分割により事業戦略の策定や執行権

限が委譲されることで、より市場や顧客に密着したスピーディかつ柔軟な意思決定を行い、健康

食品事業の自立成長を牽引していきます。 

 

 

 

 

 



 

12 

２．会社分割の要旨 

 分割の日程 

    分割決議取締役会（サントリー）  平成 21 年２月 12 日 

    分割承認株主総会（サントリー）  平成 21 年３月 12 日（予定） 

    分割の効力発生日    平成 21 年４月 １日（予定） 

 

３．分割事業会社の概要 

 (1)分割方式 

   サントリーを分割会社とし、新たに設立するサントリーウエルネス株式会社を新設会社とする

分割型新設分割です。 

 

(2)分割に係る割当ての内容 

サントリーに対して、サントリーウエルネス株式会社の株式 10,000 株を割当て交付します。 

 

(3)分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

    サントリーウエルネス株式会社が割当てる前記株式数については、新設会社がサントリーの

100％子会社であり、割当てられる株式の数によってサントリーの純資産に変動はないため、こ

れを任意に定めることができると認められるところ、１株当たりの純資産額等を考慮して決定し

たものです。 

 

(4)分割により減少する資本金等 

分割により減少する資本金等はありません。 

 

(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 

   サントリーウエルネス株式会社は、平成 21 年２月 12 日付の分割計画書に別段の定めのあるも

のを除き、新設会社の成立の日においてサントリーが健康食品事業に関して有する資産及び権利、

上記の事業に関して負担する債務及び義務、並びに上記の事業に関して有する契約上の地位を承

継します。 

 

(7)債務履行の見込み 

会社分割により新設会社が承継する資産の価格は、承継する負債の価格を上回る予定であり、

新設会社は将来もこの状況が続くものと思われますので、債務を履行する見込みは十分にありま

す。また、サントリーの債務履行の見込みについても、分割後の資産額が分割後の負債額を上回

っており、問題ないと判断しております。 
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(8)分割当事会社の概要（平成 20 年６月 30 日現在） 

 分割会社 

(1)商号 サントリー株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類の製造・販売 

(3)設立年月日 大正 10 年 12 月１日 

(4)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(6)資本金 30,000 百万円 

(7)発行済株式数 687,136,196 株 

(8)純資産 377,915 百万円（単体） 

(9)総資産 929,749 百万円（単体） 

(10)決算期 12 月 31 日 

(11)大株主及び持株比率 寿不動産株式会社    89.33％ 

サントリー持株会    4.51％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.00％ 

株式会社三井住友銀行   1.00％ 

住友信託銀行株式会社   1.00％ 

日本生命保険相互会社   1.00％ 

アライド ドメック ネザーランズ ビー．ブイ． 1.00％ 

財団法人サントリー生物有機科学研究所          1.00％ 

 

（平成 21 年２月 16 日付でサントリーホールディングス 100％） 

(注)１．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として資本金を 150 億円に減少する予定

です。 

２．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として株式併合によりその発行済株式総

数を 300,000 株とする予定です。 

 

４．承継する事業部門の概要 

(1)承継する部門の事業内容 

サントリーの健康食品事業 

 

(2)承継する部門の経営成績（平成 20 年 12 月期） 

売上高 約 403 億円 

 

(3)承継する資産の項目及び金額 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産（億円） 51 流動負債（億円） 37

固定資産（億円） 7 固定負債（億円） 0

合計（億円） 58 合計（億円） 37

 

５．会社分割後の新設分割設立会社の状況 

(1)商号 サントリーウエルネス株式会社 

(2)事業内容 健康補助食品、特定保健用食品、栄養機能食品の製造及び販売 

(3)本店所在地 東京都港区台場二丁目３番３号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川崎 益功 

(5)資本金 500 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 
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６．会社分割後の非上場の親会社の状況 

(1)商号 サントリーホールディングス株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類その他の事業を営む会社の株式等を所有することによる当

該会社等の事業活動の支配及び管理並びにこれに附帯関連する事業 

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(5)資本金 70,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

(注) 当社は、サントリーとサントリーホールディングスの会社分割により平成 21 年４月１日付にて

サントリーホールディングスの子会社となる予定です。 

 

７．今後の見通し 

    新設会社は、サントリーホールディングスの完全子会社となるため、本分割が親会社等の連結

の業績に与える影響はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。 

 

Ⅵ．サントリーが酒類営業部門（ワイン除く）において営む事業のサントリービア＆スピリッツ

株式会社への新設分割 

 

１．会社分割の目的 

サントリーは新たなグループ経営体制を構築し、当該新設分割により事業戦略の策定や執行権

限が委譲されることで、より市場や顧客に密着したスピーディかつ柔軟な意思決定を行い、酒類

営業部門（ワイン除く）において営む事業の自立成長を牽引していきます。 

 

２．会社分割の要旨 

 分割の日程 

    分割決議取締役会（サントリー）  平成 21 年２月 12 日 

    分割承認株主総会（サントリー）  平成 21 年３月 12 日（予定） 

    分割の効力発生日    平成 21 年４月 １日（予定） 

 

３．分割事業会社の概要 

 (1)分割方式 

   サントリーを分割会社とし、新たに設立するサントリービア＆スピリッツ株式会社を新設会社

とする分社型新設分割です。 

 

(2)分割に係る割当ての内容 

サントリーに対して、サントリービア＆スピリッツ株式会社の株式 20,000 株を割当て交付し

ます。 

 

(3)分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

    サントリービア＆スピリッツ株式会社が割当てる前記株式数については、新設会社がサントリ

ーの 100％子会社であり、割当てられる株式の数によってサントリーの純資産に変動はないため、

これを任意に定めることができると認められるところ、１株当たりの純資産額等を考慮して決定

したものです。 
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(4)分割により減少する資本金等 

分割により減少する資本金等はありません。 

 

(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 

   サントリービア＆スピリッツ株式会社は、平成 21 年２月 12 日付の分割計画書に別段の定めの

あるものを除き、新設会社の成立の日においてサントリーが酒類営業部門（ワインを除く）にお

いて営む事業に関して有する資産及び権利、上記の事業に関して負担する債務及び義務、並びに

上記の事業に関して有する契約上の地位を承継します。 

 

(7)債務履行の見込み 

会社分割により新設会社が承継する資産の価格は、承継する負債の価格を上回る予定であり、

新設会社は将来もこの状況が続くものと思われますので、債務を履行する見込みは十分にありま

す。また、サントリーの債務履行の見込みについても、分割後の資産額が分割後の負債額を上回

っており、問題ないと判断しております。 

 

(8)分割当事会社の概要（平成 20 年６月 30 日現在） 

 分割会社 

(1)商号 サントリー株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類の製造・販売 

(3)設立年月日 大正 10 年 12 月１日 

(4)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(6)資本金 30,000 百万円 

(7)発行済株式数 687,136,196 株 

(8)純資産 377,915 百万円（単体） 

(9)総資産 929,749 百万円（単体） 

(10)決算期 12 月 31 日 

(11)大株主及び持株比率 寿不動産株式会社    89.33％ 

サントリー持株会    4.51％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.00％ 

株式会社三井住友銀行   1.00％ 

住友信託銀行株式会社   1.00％ 

日本生命保険相互会社   1.00％ 

アライド ドメック ネザーランズ ビー．ブイ． 1.00％ 

財団法人サントリー生物有機科学研究所          1.00％ 

 

（平成 21 年２月 16 日付でサントリーホールディングス 100％） 

(注)１．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として資本金を 150 億円に減少する予定

です。 

２．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として株式併合によりその発行済株式総

数を 300,000 株とする予定です。 

 

４．承継する事業部門の概要 

(1)承継する部門の事業内容 

サントリーが酒類営業部門（ワインを除く）において営む事業 
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(2)承継する部門の経営成績 

承継する事業に係る売上等はありません。 

 

(3)承継する資産の項目及び金額 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産（億円） 202 流動負債（億円） 73

固定資産（億円） 330 固定負債（億円） 214

合計（億円） 532 合計（億円） 287

 

５．会社分割後の新設分割設立会社の状況 

(1)商号 サントリービア＆スピリッツ株式会社 

(2)事業内容 酒類の販売 

(3)本店所在地 東京都港区台場二丁目３番３号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中 保徳 

(5)資本金 1,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

 

６．会社分割後の非上場の親会社の状況 

(1)商号 サントリーホールディングス株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類その他の事業を営む会社の株式等を所有することによる当

該会社等の事業活動の支配及び管理並びにこれに附帯関連する事業 

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(5)資本金 70,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

(注)当社は、サントリーとサントリーホールディングスの会社分割により平成 21 年４月１日付にて  

サントリーホールディングスの子会社となる予定です。 

 

７．今後の見通し 

    本分割は、完全子会社を設立する新設分割であるため、本分割が親会社等の連結の業績に与え

る影響はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。 

 

Ⅶ．サントリーがビジネスサポート部門において営む事業のサントリービジネスエキスパート株

式会社への新設分割 

 

１．会社分割の目的 

サントリーは新たなグループ経営体制を構築し、当該新設分割により事業会社の共通の業務を

集約することで、専門性と効率化の向上を図ります。 

 

２．会社分割の要旨 

 分割の日程 

    分割決議取締役会（サントリー）  平成 21 年２月 12 日 

    分割承認株主総会（サントリー）  平成 21 年３月 12 日（予定） 

    分割の効力発生日    平成 21 年４月 １日（予定） 
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３．分割事業会社の概要 

 (1)分割方式 

   サントリーを分割会社とし、新たに設立するサントリービジネスエキスパート株式会社を新設

会社とする分割型新設分割です。 

 

(2)分割に係る割当ての内容 

サントリーに対して、サントリービジネスエキスパート株式会社の株式 10,000 株を割当て交

付します。 

 

(3)分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

    サントリービジネスエキスパート株式会社が割当てる前記株式数については、新設会社がサン

トリーの 100％子会社であり、割当てられる株式の数によってサントリーの純資産に変動はない

ため、これを任意に定めることができると認められるところ、１株当たりの純資産額等を考慮し

て決定したものです。 

 

(4)分割により減少する資本金等 

分割により減少する資本金等はありません。 

 

(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 

サントリービジネスエキスパート株式会社は、平成 21 年２月 12 日付の分割計画書に別段の定

めのあるものを除き、新設会社の設立の日においてサントリーがビジネスサポート部門において

営む事業に関して有する資産及び権利、上記の事業に関して負担する債務及び義務、並びに上記

の事業に関して有する契約上の地位を承継します。 

 

(7)債務履行の見込み 

会社分割により新設会社が承継する資産の価格は、承継する負債の価格を上回る予定であり、

新設会社は将来もこの状況が続くものと思われますので、債務を履行する見込みは十分にありま

す。また、サントリーの債務履行の見込みについても、分割後の資産額が分割後の負債額を上回

っており、問題ないと判断しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

(8)分割当事会社の概要（平成 20 年６月 30 日現在） 

 分割会社 

(1)商号 サントリー株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類の製造・販売 

(3)設立年月日 大正 10 年 12 月１日 

(4)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(6)資本金 30,000 百万円 

(7)発行済株式数 687,136,196 株 

(8)純資産 377,915 百万円（単体） 

(9)総資産 929,749 百万円（単体） 

(10)決算期 12 月 31 日 

(11)大株主及び持株比率 寿不動産株式会社    89.33％ 

サントリー持株会    4.51％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.00％ 

株式会社三井住友銀行   1.00％ 

住友信託銀行株式会社   1.00％ 

日本生命保険相互会社   1.00％ 

アライド ドメック ネザーランズ ビー．ブイ． 1.00％ 

財団法人サントリー生物有機科学研究所          1.00％ 

 

（平成 21 年２月 16 日付でサントリーホールディングス 100％） 

(注)１．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として資本金を 150 億円に減少する予定

です。 

２．サントリーは、平成 21 年４月１日を効力発生日として株式併合によりその発行済株式総

数を 300,000 株とする予定です。 

 

４．承継する事業部門の概要 

(1)承継する部門の事業内容 

サントリーがビジネスサポート部門において営む事業 

 

(2)承継する部門の経営成績 

承継する事業に係る売上等はありません。 

 

(3)承継する資産の項目及び金額 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産（億円） 2 流動負債（億円） 2

固定資産（億円） 110 固定負債（億円） 0

合計（億円） 112 合計（億円） 2

 

５．会社分割後の新設分割設立会社の状況 

(1)商号 サントリービジネスエキスパート株式会社 

(2)事業内容 品質管理、運送、調達、広告宣伝、情報システム、総務、経理等の間

接業務サポートに係る事業 

(3)本店所在地 東京都港区台場二丁目３番３号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 内藤 俊一 

(5)資本金 500 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 
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６．会社分割後の非上場の親会社の状況 

(1)商号 サントリーホールディングス株式会社 

(2)事業内容 食品、酒類その他の事業を営む会社の株式等を所有することによる当

該会社等の事業活動の支配及び管理並びにこれに附帯関連する事業 

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番 40 号 

(4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐治 信忠 

(5)資本金 70,000 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

(注)当社は、サントリーとサントリーホールディングスの会社分割により平成 21 年４月１日付に 

サントリーホールディングスの子会社となる予定です。 

 

７．今後の見通し 

新設会社は、サントリーホールディングスの完全子会社となるため、本分割が親会社等の連結 

の業績に与える影響はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。 

 
以上 


