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共同会社分割（新設分割）に関するお知らせ 

 

当社及び当社子会社である株式会社サンリオピューロランド（議決権比率 当社 100％ 以下、「Ｓ

ＰＬ社」といいます。）及び株式会社ハーモニーランド（議決権比率 当社 84.3％、ＳＰＬ社 0.5％ 

以下、「ＨＬ社」といいます。）は、平成 21 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、平成 21 年 7

月 1 日をもって当社のテーマパーク事業及び、ＳＰＬ社及びＨＬ社が実施する事業（以下、「本件

事業」といいます。）を会社分割し、株式会社サンリオエンターテイメント（新設会社 以下、「サ

ンリオエンターテイメント」といいます。）に承継することを決議いたしましたので、下記の通り

お知らせいたします。 

記 

 

１． 会社分割の目的 

今回の会社分割は、子会社も含めた当社グループのテーマパーク事業の再編の一環として、

グループ各社で保有する本件事業資産・負債を集約し、一体運営を行うことで事業効率の改

善並びに、資産の帰属を一元化することで事業採算の明確化や意思決定の迅速化を通して、

当社グループのテーマパーク事業における収益力及び競争力の向上を図ることを目的に実施

いたします。 

 

２． 会社分割の要旨 

（1） 分割の日程 

分割計画書承認取締役会   平成 21 年 5 月 14 日（当社） 

   平成 21 年 5 月 15 日（ＳＰＬ社及びＨＬ社） 

分割計画書承認株主総会     平成 21 年 6 月 26 日（ＳＰＬ社 予定） 

平成 21 年 6 月 23 日（ＨＬ社 予定） 

分割期日              平成 21 年 7 月 1日（予定） 

分割登記                   平成 21 年 7 月 1日（予定） 

（注）1．本分割は、当社から承継される資産の帳簿価額の合計額の、当社の総資産に

対する割合が 20％を超えないため、会社法第 805 条の規定（簡易新設分割）

に基づき、当社においては株主総会の承認を得ることなく行います。 

2．株券は不発行といたします。 



（2） 分割方式 

当社、ＳＰＬ社及びＨＬ社を分割会社とし、３社が共同で設立するサンリオエンタ

ーテイメントを新設会社とする共同会社分割（分社型新設分割）です。 

（3） 株式の割当 

サンリオエンターテイメントは、本分割に際して普通株式 100,000,000 株を発行し、

当社に 99,999,998 株を、ＳＰＬ社及びＨＬ社にそれぞれ 1株を割り当てます。 

（4） 分割交付金 

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等 

本分割により減少する資本金等はありません。 

（6） 新株予約権に関する取り扱い 

当社は平成14年6月に当社従業員等へのストックオプションを目的として新株予約

権を発行しておりますが、本分割による当該新株予約権の取り扱いについては、変更

ありません。 

（7） 会計処理の概要 

本分割はグループ内の共同新設分割であり、支配権の異動も生じないため、簿価引

継法にて会計処理を行う予定です。 また、分割対価は新会社の発行株式のみのため、

のれんの発生はありません。 

（8） 新設会社が承継する権利義務 

サンリオエンターテイメントは、本分割に際して、当社、ＳＰＬ社及びＨＬ社から

本件事業に関する資産・債務その他の権利義務並びに契約上の地位を承継します。 

（9） 債務履行の見込み 

本分割において当社、ＳＰＬ社及びＨＬ社の負担すべき債務については、履行の見

込みがあると判断しております。なお、サンリオエンターテイメントが当社、ＳＰＬ

社及びＨＬ社から承継する債務の全てについて、当社、ＳＰＬ社及びＨＬ社が各々重

畳的に債務引受を行うとともに、債権者より申し出があり次第、サンリオエンターテ

イメントが承継する債務の全てについて、当社が当該債務の連帯保証をいたします。 



（10） 新会社に新たに就任する役員 

本分割において、サンリオエンターテイメントの取締役及び監査役に就任する予定

の者は、以下の通りです。 

 

代表取締役 辻 信太郎（当社、ＳＰＬ社及びＨＬ社の代表取締役） 

取締役      辻 邦彦（当社の代表取締役、ＳＰＬ社及びＨＬ社の取締役） 

取締役      佐藤 誠（当社及びＳＰＬ社の常務取締役、ＨＬ社の取締役） 

取締役      江森 進（当社の常務取締役及びＳＰＬ社の取締役） 

取締役      野村 高章（ＨＬ社の取締役） 

取締役      菊島 久（ＳＰＬ社及びＨＬ社の取締役） 

取締役      沼田 三郎（ＨＬ社の取締役） 

取締役      田中 則行（ＳＰＬ社の取締役） 

取締役      津下 達郎（ＨＬ社の取締役） 

取締役      石井 誠（ＳＰＬ社の取締役） 

取締役      原田 敦夫（ＳＰＬ社の取締役） 

取締役      高野 二夫（ＨＬ社の取締役） 

取締役      柴岡 利男（ＳＰＬ社の取締役） 

 

監査役      秋吉 豊利（ＨＬ社の監査役） 

監査役      大内 眞一郎（ＳＰＬ社の監査役） 

監査役      千葉 祝男（当社、ＳＰＬ社及びＨＬ社の監査役） 

監査役      石川 道夫（当社及びＳＰＬ社の監査役） 

監査役      竹内 康雄（当社及びＳＰＬ社の監査役） 

 

 

 

 

 



３． 分割当事会社の概要 

分割会社 

（1） 商号 株式会社サンリオ 

 

（平成 21 年３月 31 日現在）

株式会社サンリオピューロ

ランド 

（平成 21 年３月 31 日現在）

株式会社ハーモニーランド

 

（平成 21 年３月 31 日現在）

（2） 事業内容 ソーシャル・コミュニケー

ション・ギフト事業、テー

マパーク事業 ほか 

テーマパーク事業 テーマパーク事業 

（3） 設立年月 昭和 35 年８月 昭和 62 年 11 月 昭和 63 年 10 月 

（4） 本店所在地 東京都品川区大崎 1-6-1 東京都多摩市落合 1-31 大分県速見郡日出町大字藤

原 5933 

（5） 代表者 代表取締役社長 

辻 信太郎 

代表取締役社長 

辻 信太郎 

代表取締役社長 

辻 信太郎 

（6） 資本金 14,999 百万円 4,050 百万円 1,748 百万円 

（7） 発行済株式数 普通株式 88,148,431 株 

優先株式  1,000,000 株 

81,000 株 34,976 株 

（8） 株主資本（単体） 23,954 百万円 △ 735 百万円 △ 564 百万円 

（9） 総資産（単体） 69,296 百万円 8,432 百万円 430 百万円 

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）従業員数（単体） 747 人 180 人 73 人 

（12）主要取引先 Sanrio GMBH、Sanrio,Inc 

㈱トーハン、日本出版販売

㈱、㈱マイカル ほか 

㈱サンリオ、㈱ジェイティ

ービーほか 

㈱サンリオ、㈱ジェイティ

ービーほか 

（13） 大株主および持株比

率 

ｾｶﾞｻﾐｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 14.0% 

光南商事㈱         11.2% 

清川商事㈱          7.7% 

㈱三菱東京 UFJ 銀行  4.4% 

㈱三井住友銀行      4.4% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ 

信託銀行㈱   2.6% 

日本生命保険(相)    2.4% 

㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 2.1% 

辻 信太郎          2.0% 

辻 邦彦            1.9% 

ｲｰｴﾌｼﾞｰ ﾊﾞﾝｸ ﾎﾝｺﾝ   1.9% 

㈱サンリオ   100% ㈱サンリオ       84.3% 

大分県            4.8% 

㈱大分銀行        1.4% 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

                  1.0% 

日出町            0.9% 

㈱豊和銀行        0.7% 

㈱ｱｻﾋｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ    0.7% 

㈱三井住友銀行    0.7% 

日本生命保険(相)  0.7% 

第一生命保険(相)  0.7% 

㈱ｻﾝﾘｵﾋﾟｭｰﾛﾗﾝﾄﾞ   0.5% 

（14）主要取引銀行 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

 

㈱大分銀行 

（15）当事会社の関係 資本関係：新設会社の発行

済株式総数1億株

の 99.9%を保有す

る。 

人的関係：取締役 4 名、監

査役 3名派遣。 

 

 

取引関係：ｿｰｼｬﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ･ｷﾞﾌﾄ商品の販

売ほか。 

資本関係：新設会社の発行

済株式総数1億株

のうち1株を保有

する。 

人的関係：取締役 9 名、監

査役 4名派遣。 

全従業員を新設

会社へ移籍。 

取引関係：なし。 

資本関係：新設会社の発行

済株式総数1億株

のうち1株を保有

する。 

人的関係：取締役 8 名、監

査役 2名派遣。 

全従業員を新設

会社へ移籍。 

取引関係：なし。  



（16）分割会社の最近 3決算期間の業績（単位：百万円、1株当たり指標は円） 

分割会社 株式会社サンリオ 株式会社サンリオピューロランド 株式会社ハーモニーランド 

決算期 平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年

３月期 

平成 19 年

３月期 

平成 20 年

３月期 

平成 21 年

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成21年

３月期 

売上高 78,535 73,005 51,888 6,403 5,587 4,770 1,775 1,612 1,388

営業利益 4,370 3,965 4,105 315 △ 719 △ 602 △  1 △ 189 △ 181

経常利益 3,294 5,683 2,825 313 △ 719 △ 594 2 △ 186 △ 186

当期純利益 1,581 1,405 △1,885 19 △ 728 △ 599 △ 57 △ 194 △ 536

1 株当たり 

当期純利益 
13.15 10.57 △27.20 243.2 △8,997.8 △7,397.0 △1,656.3 △5,573.4 △15,345.2

1 株当たり 

配当金 

普通株式 

10.00 

 

優先株式 

434.20 

普通株式 

10.00 

 

優先株式 

482.21 

普通株式

10.00

(予定)

優先株式

489.90

(予定)

－ － －

 

 

－ 

 

 

－ －

1 株当たり 

純資産 
195.43 181.41 133.05 7,314.4 △1,683.3 △9,080.3 4,772.7 △800.7 △16,145.9

 

４． 分割する事業部門の内容 

（1） 分割する事業の内容 

当社のテーマパーク事業及びＳＰＬ社及びＨＬ社が実施する事業 

（2） 本件事業の平成 21 年３月期における経営成績（単位：百万円） 

分割会社 株式会社サンリオ 株式会社サンリオピューロランド 株式会社ハーモニーランド 

決算期 本件事業 

（A） 

全体事業 

（B） 

比率 

(A)/(B)

本件事業

（A） 

全体事業

（B） 

比率 

(A)/(B)

本件事業 

（A） 

全体事業 

（B） 

比率 

(A)/(B)

売上高 303 51,888 0.6% 4,770 4,770 100.0% 1,388 1,388 100.0%

経常利益 △ 372 2,825 －% △ 594 △ 594 100.0% △ 186 △ 186 100.0%

（3） 分割する資産・負債（平成 21 年 3 月 31 日現在、単位：百万円） 

株式会社サンリオ 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 400 
負債 － 

固定資産 2,821 

合計 3,221 合計 － 

株式会社サンリオピューロランド 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 407 流動負債 1,048 

固定資産 7,911 固定負債 8,058 

合計 8,319 合計 9,106 

株式会社ハーモニーランド 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 155 流動負債 265 

固定資産 262 固定負債 707 

合計 417 合計 973 



５． 新設分割新設会社の状況 

（1）商号 株式会社サンリオエンターテイメント 

（2）事業内容 テーマパーク事業 

（3）本店所在地 東京都多摩市落合 1-31 

（4）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 辻 信太郎 

（5）資本金 100 百万円 

（6）決算期 ３月 31 日 

 

６． 分割後の分割会社の状況 

（1）商号 株式会社サンリオ 株式会社サンリオピューロ

ランド 

株式会社ハーモニーランド 

（2）事業内容 ソーシャル・コミュニケ

ーション・ギフト事業 ほ

か 

清算予定 清算予定 

（3）本店所在地 東京都品川区大崎 1-6-1 東京都多摩市落合 1-31 大分県速見郡日出町大字

藤原 5933 

（4）代表者 代表取締役社長 

辻 信太郎 

代表取締役社長 

辻 信太郎 

代表取締役社長 

辻 信太郎 

（5）資本金 14,999 百万円 4,050 百万円 1,748 百万円 

（6）総資産 66,074 百万円 114 百万円 13 百万円 

（7）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（8）業績に与える影響 

本日発表の当期の連結及び単独の業績予想には、本件会社分割による損益を反映させているため、影

響はありません。 

 

７． 今後の見通し 

当社連結及び単独業績見通しに与える影響は軽微であります。 

以上 

 


