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(財)財務会計基準機構会員  
平成 21 年 3 月 27 日 

各位 
会社名  株式会社市進 
代表者名 代表取締役社長 田代 英壽 
（コード 4645 JASDAQ） 
問い合わせ先 執行役員企画本部本部長 

                                   竹内 厚 
                           電話 047（335）2888 
 
   会社分割による持株会社制への移行および子会社の設立ならびに 

商号変更に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 21 年 2 月 12 日付け「持株会社制への移行に関するお知らせ」において、

平成 22 年 3 月 1 日を効力発生日として、持株会社制へ移行する旨を公表しております。 
本日開催の取締役会において、平成 21 年 4 月中旬に当社 100％出資の子会社を 3 社設立

すること、当社の塾・予備校事業等を会社分割し、これら新会社 3 社に承継させること、

効力発生日をもって当社商号を「株式会社市進ホールディングス」に変更することを決議

しましたのでお知らせいたします。 
なお、持株会社制への移行は、いずれも平成 21 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会に

おいて承認決議されることを条件に実施するものとし、本件に関するその他の事項の詳細

につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。 
記 

Ⅰ．会社分割と子会社の設立 
１．純粋持株会社制への移行の目的 
 当社を核とする市進教育グループは、小学生から大学受験生までを対象とし、集団授業、

個別授業、映像授業、通信添削など選べる総合教育システム（学びＭＡＸ）を提供してお

ります。 
 近年、長期に渡る少子化傾向の中、受験制度や教育ニーズの多様化により、同業他社間

の競争も激しく、業界内再編の動きも急を増しており、経営環境はますます厳しいものに

なってきております。 
 このような状況の中、市進グループにおきましては、数年前から新たな商品構成や事業

編成への変革に取り組んでおりますが、人材や設備への投資が先行しているものの、その

成果自体は将来に見込まれているため、現在の業況は厳しい状況にあります。また、その

後の経済情勢の大きな変化や業界内競争の激化の中、より迅速な経営判断も求められてお
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り、さらに、上記の変革に拍車をかけ、将来の業績向上をより確実なものとするためには、

グループ全体を俯瞰する経営戦略機能を強化し、各事業においては、より独自性のある自

主的な判断に基づき業務執行に専念できる体制を構築する必要があります。そこで、純粋

持株会社制に移行し、競争原理の中、グループ各社の企業価値の増大を図ることが必要と

判断いたしました。 
具体的な事例としまして、個別指導教室である個太郎塾の直営店を運営し、個太郎塾の

フランチャイズ事業を展開している当社子会社である株式会社個学舎と集団教育や映像授

業を運営する株式会社市進を対等な関係で並列化し、さらには、株式会社市進の各事業部

門を業態別に独立させるなどの方法も検討することにより、各事業間の切磋琢磨を図り、

相乗効果を促進することが可能となります。また、当社は、現在、他社との業務資本提携

や市進ウイングネットなどの映像商品を通じた他塾・予備校との提携などを推進しており

ますが、純粋持株会社化により、各事業会社の対等な関係の中で、さらに円滑に戦略的な

提携の検討や展開なども可能になってくると考えております。変化の著しい業界状況と経

営環境に柔軟に対応するため、主に次のような事項を推進してゆくことを目標としており

ます。 
① グループ経営機能とコーポレートガバナンスの強化 

当社グループの経営戦略機能と業務執行機能を分離することにより、グループ経営のス

ピードアップ、グループ経営資源の適切な配分、グループ会社間のシナジーの強化を図っ

てまいります。また、持株会社と事業会社の役割と責任を明確化し、経営スピードの強化

と透明性の向上を図り、グループ全体のコーポレートガバナンスを強化してまいります。 
② 意思決定機能の迅速化 
 持株会社はグループ全体の戦略立案・推進と経営監督に集中し、各事業会社は機動的な

業務執行に集中し、グループ経営全体の意思決定の迅速化を図ります。このような体制の

中、最適な人材配置と経営人材の育成、新規事業への積極投資、間接部門や重複事業の効

率化にも取り組んでまいります。 
③ 機動的な企業再編・組織再編の推進  
純粋持株会社制を採用することにより、グループ内の事業再編、組織再編など経営構造

変革のスピードアップを図ります。さらに、事業会社間の独立性が高まる体制により、従

来よりも積極的な企業再編や戦略的な業務提携などの推進が可能になるものと考えており

ます。 
 
２．会社分割の内容 
 当社を分割会社とし、当社の完全子会社である「株式会社市進準備会社」「株式会社市進

ウイングネット」「株式会社市進綜合研究所」の計３社を分割準備会社として設立し、分割

期日をもって承継会社とする分社型吸収分割であります。 
 当社の業務には、労働者派遣事業および有料職業紹介事業が含まれており、法令上の許



 3 

認可を予め受けておく必要があり、また新年度の受講生徒等の受入れなど分割期日から円

滑に事業活動を開始できる準備として予め預金通帳の作成などの収納体制を整えておく必

要性もあるため、当該分割方式を採用いたしました。 
（1） 分割の日程 

分割契約承認取締役会     平成 21 年 4 月下旬（予定） 
分割契約締結         平成 21 年 4 月下旬（予定） 
分割契約承認定時株主総会   平成 21 年 5 月 28 日（予定） 
分割効力発生日        平成 22 年 3 月 1 日（予定） 

（2） 分割方式 
   当社を吸収分割会社とし、当社が 100％出資し平成 21 年 4 月中旬に設立予定の子

会社 3 社を承継会社とする吸収分割です。 
① 市進学院および市進予備校などの塾・予備校事業 
 株式会社市進準備会社（平成 22 年 3 月 1 日をもって株式会社市進に商号変更予定）

を承継会社とする吸収分割方式です。 
② 市進ウイングネットなど映像授業の外部販売事業 
株式会社市進ウイングネットを承継会社とする吸収分割方式です。 

③ 学びＭＡＸの推進など総合的な営業統括・営業支援サービスを提供する事業 
 株式会社市進綜合研究所を承継会社とする吸収分割方式です。 
 なお、当社は吸収分割後、持株会社となり、平成 22 年 3 月 1 日付けで「株式会社 
市進ホールディングス(仮称)」に商号変更し、引き続き上場会社となる予定です。 

 （3）分割に係る株式の割当の内容 
当社は、各分割準備会社の発行済株式の全てを保有するため、本吸収分割に際し

て各分割準備会社は新たな株式の発行は行いません。 
（4）分割により減少する資本金等 

     該当事項はありません。 
 （5）承継会社が承継する権利義務 
   当社は、分割契約書に記載する資産、債務および雇用契約その他の権利義務を、本

効力発生日において各承継会社に承継させます。なお、当社は、各承継会社が承継す

る全ての債務について、本効力発生日をもって重畳的債務引受けを行うものとします。 
ただし、当社は、契約期間の定めのない従業員（正社員および事務社員）につい

ては、引き続き分割会社と雇用契約を締結し、本効力発生日において、承継事業に

従事する場合は、各承継会社に出向させるものとします。 
 （6）債務履行の見込み 
    本吸収分割において、効力発生日以降の分割会社および承継会社が負担すべき債

務については、ともに資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、履行の

見込みには問題ないと判断しております。 



 4 

３．持株会社制移行にあたり、設立する子会社および当該分割当事会社の概要（分割会社

は平成 20 年 8 月 31 日現在、承継会社は平成 21 年 4 月中旬設立予定） 

（1）商号 
(株)市進（分割会

社）（注 2） 

承継会社（分割準備会社） 

(株)市進準備会

社 （注 3） 
(株)市進ウイン

グネット 
(株)市進綜合研

究所 

（2）主な事業内

容 
塾・予備校事業

等 

市進学院および

市進予備校など

の教育サービス

事業 

映像授業の販売

事業 

総合的な営業統

括・営業支援サ

ービス事業 

（3）設立年月日 
昭和 50 年 6 月

10 日 
平成21年4月中

旬予定 
平成21年4月中

旬予定 
平成21年4月中

旬予定 

（4）本店所在地 
千葉県市川市八

幡 2－3－11 
東京都文京区本

郷 5－25－14 
東京都文京区本

郷 5－25－14 
東京都文京区本

郷 5－25－14 
（5）代表者の役

職・氏名 
代表取締役社長 

田代英壽 
代表取締役社長 

田代英壽 
代表取締役社長 

田代英壽 
代表取締役社長 

田代英壽 
（6）資本金の額 1,375,900 千円 10,000 千円 10,000 千円 10,000 千円 
（7）発行済株式

総数 
9,550,888 株 200 株 200 株 200 株 

（8）純資産 
5,117,725 千円

（連結） 
10,000 千円 10,000 千円 10,000 千円 

（9）総資産 
10,756,722 千円

（連結） 
10,000 千円 10,000 千円 10,000 千円 

（10）事業年度

の末日 
2 月末日 2 月末日 2 月末日 2 月末日 

（11）従業員数 605 名 0 名 0 名 0 名 
（12）主要取引

先 
一般消費者 営業は開始して

おりません 
営業は開始して

おりません 
営業は開始して

おりません 

（13）大株主 

(株)あけぼの事

務所 27.49％ 
市進社員持株会 

10.53％ 
自社 10.47％ 

株式会社市進 
100％ 

株式会社市進 
100％ 

株式会社市進

100％ 

（14）主要取引

銀行 

千葉銀行 みずほ銀

行  三井住友銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

未定 未定 未定 
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（15）当事会社

の関係等 

資本関係 
当社が 100％出資の子会社として承継会社を設立する

予定であります。 
人的関係 当社より取締役を派遣する予定であります。 

取引関係 
営業を開始していないため、当社との取引関係はあり

ません。 
関連当事者への

該当状況 
該当事項は特にありません。 

注 1．承継会社については、本日現在設立されておりませんので、記載している内容は全て

予定であります。 
注 2．(株)市進は、平成 22 年 3 月 1 日をもって、(株)市進ホールディングス(仮称)に社名変

更する予定であります。 
注 3．(株)市進準備会社は、平成 22 年 3 月 1 日をもって、(株)市進に社名変更する予定です。 
 
（16）株式会社市進（分割会社）の最近３年間の業績（連結） 
 決算期 平成 18 年 2 月期 平成 19 年 2 月期 平成 20 年 2 月期 
売上高（千円） 19,800,877 19,986,863 20,127,755 
営業利益（千円） 930,229 1,219,162 897,569 
経常利益（千円） 930,922 1,233,229 915,560 
当期純利益（千円） 436,676 △290,958 398,700 
１株当たり当期純利益（円） 42.32 △30.46 41.75 
１株当たり配当金（円） 10.00 10.00 10.00 
１株当たり純資産（円） 610.08 568.98 598.22 
 
４．分割する事業部門の概要 
（1） 分割する部門の事業内容 
株式会社市進（分割会社）の部門と事業内容 各事業を引継ぐ承継会社 

第一事業本部 
市進学院などの学習塾による教育サ

ービス事業 
株式会社市進準備会社 

第二事業本部 
市進予備校などの予備校による教育

サービス事業 

第三事業本部 
市進ウイングネットなど映像授業の

販売事業 
株式会社市進ウイングネッ

ト 
グループ教育本部 
情報管理センター 

営業統括・教務研修・教材作成などの

営業支援サービスと新規事業の運営 
株式会社市進綜合研究所 
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（2） 分割する部門の経営成績 
平成 20 年 2 月期における経営成績 
第一事業本部および第二事業本部（株式会社市進準備会社） 

 
第一事業本部および

第二事業本部（a） 
平成 20 年 2 月期 
当社実績（b） 

比率（a／b） 

売上高 17,716 百万円 18,069 百万円 98.0％ 

売上総利益  3,618 百万円  3,206 百万円 112.8％ 

なお、市進ウイングネットなど映像授業の販売事業を行う第三事業本部、営業統括・教

務研修・教材作成等を行うグループ教育本部および情報管理センターは、平成 21 年度に新

たに編成された事業部門であり、直前事業年度における経営成績の算出が不可能であるた

め、記載しておりません。 
 
（3） 分割する資産、負債の項目および金額 

   未定のため、確定次第、お知らせいたします。 
 
５． 吸収分割承継会社の状況 

（1）商号 (株)市進 
(株)市進ウイングネ

ット 
(株)市進綜合研究所 

（2）主な事業内容 
市進学院および市進

予備校などの教育サ

ービス事業 
映像授業の販売事業 

総合的な営業統括・

営業支援サービス事

業 

（3）本店所在地 
東京都文京区本郷 5
－25－14 

東京都文京区本郷 5
－25－14 

東京都文京区本郷 5
－25－14 

（4）代表者の役職・

氏名 
代表取締役社長  
田代英壽 

代表取締役社長  
田代英壽 

代表取締役社長  
田代英壽 

（5）資本金の額 10,000 千円 10,000 千円 10,000 千円 
（6）事業年度の末日 2 月末日 2 月末日 2 月末日 
 
６．会社分割後の上場会社の状況 
（1）商号 株式会社市進ホールディングス 
（2）主な事業内容 純粋持株会社としてのグループ企業の経営管理 
（3）本店所在地 千葉県市川市八幡 2－3－11 
（4）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田代英壽 
（5）資本金の額 1,375,900 千円 
（6）純資産 未定 
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（7）総資産 未定 
（8）事業年度の末日 2 月末日 
 
（9）会計処理の概要 
  現状と変更はない予定です。 
 
（10）今後の見通し 
  本吸収分割の効力発生日は、平成 22 年 3 月 1 日を予定しており、当期の業績に与える

影響は軽微であります。 
  また、会社分割後の業績につきまして、分割承継会社は本件分割後も当社の 100％子会

社でありますので、今後の連結経営成績および連結財政状態に与える影響はないと予想

されます。また、当社の単体業績につきましては、本件分割後の当社収入は子会社から

の経営指導料および配当収入等が主となり、費用は持株会社としての機能に関するもの

が中心となります。 
  分割後の業績見通しにつきましては、確定次第、あらためてお知らせいたします。 
 
Ⅱ．商号変更 
１．新商号 

旧 新 

株式会社市進 
（英文） 

ＩＣＨＩＳＨＩＮ ＣＯ．，ＬＴＤ． 

 
株式会社市進ホールディングス 
（英文） 

 ICHISHIN HOLDINGS CO., LTD. 

株式会社市進準備会社 株式会社市進 

 
２．変更日 
 平成 22 年 3 月 1 日（予定） 
 
３．変更理由 
 本件分割による純粋持株会社制への移行に伴い商号を変更するものです。 
 

以上 
 



既存100％子会社

(株)個学舎

個別指導事業を運
営
（直営＋フランチャ
イズ）

既存100％子会社

(株)友進

グループ内各社に
教材印刷・配送・施
設管理等のサービ
スを提供

第一事業本部 市進学院を運営

100％子会社の新設
（平成21年4月中旬設立予定）

第二事業本部 市進予備校を運営
新設100％子会社

(株)市進準備会社

平成22年3月1日を
もって、(株)市進に
商号変更

第三事業本部
市進ウイングネット等映像授業
を販売

新設100％子会社

(株)市進ウイングネット

グループ教育本部
グループ内各社に営業統括・
教務研修・教材制作などの支
援サービスを提供

新設100％子会社

(株)市進綜合研究所

情報管理センター

グループ内各社にＯＡシステム
管理・受験情報集約・採点業務
代行などの支援サービスを提
供

業務本部その他
人事・経理・総務などの業務機
能

(株)市進

平成22年3月1日をもって
株式会社市進ホールディングス（仮称）に商号変更

【ご参考：会社分割による純粋持株会社移行スキーム図】




