
 

1 

平成22年3月24日 

各 位 

会 社 名 株式会社バンテック 

代表者名 代表取締役社長 山田 敏晴 

 （コード：9382、東証第１部） 

問合せ先 執行役員経営企画部長 岡部 則夫 

 （TEL．045－410－0843） 

 

国内事業の再編（子会社間の分割及び合併、新会社設立ならびに商号変更）に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年3月24日開催の取締役会において、当社の国内の子会社8社と、新たに設立する子会社

１社を当事会社とする国内事業の再編を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

【国内事業再編の目的】 

 本国内事業再編は、子会社を集約するとともに、当社との業務分担を見直すことによってグループ経営の効

率化を図ることが目的です。具体的には①国内を4つの地域に分割して地域ごとに子会社の統合を行う②原則

として、営業活動を当社に、物流現場のオペレーションを子会社に、それぞれ一本化して当社と子会社の役割

分担を明確化する③子会社間で異なっていた制度・仕組みを統一し、標準化を進める－こと等を実現し、バン

テックグループの継続発展を目指すものであります。 

 

【国内事業再編の概要】 

 平成22年 10月 1日付で、再編の対象となる国内子会社8社を、下図のように存続会社3社及び新設会社1

社の計4社に吸収分割及び合併にて集約いたします。具体的には①株式会社バンテック東日本ロジを承継会社

とする吸収分割及び吸収合併《再編Ⅰ》②株式会社バンテック首都圏ロジを承継会社とする吸収分割及び吸収合

併《再編Ⅱ》③株式会社バンテック東海ロジを承継会社とする吸収分割《再編Ⅲ》④株式会社バンテック九州を

新設し、同社が承継会社となる吸収分割《再編Ⅳ》－をそれぞれ実施いたします。 

 

 《国内事業再編の関係図》 
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再編Ⅰ．株式会社バンテック東日本ロジを承継会社とする分割、合併 

１．分割・合併の要旨 

 （１）日程 

    ①取締役会決議日   平成22年3月24日 

   ②契約締結日   平成22年4月7日（予定） 

   ③株主総会開催日（被分割・合併会社） 平成22年6月下旬（予定） 

   ④効力発生日（分割・合併期日） 平成22年10月1日 

  (２）分割・合併の方式 

   株式会社バンテック東日本ロジを吸収分割承継会社とし、池田運輸株式会社、株式会社バンテックテク 

ノサービスを吸収分割会社とする吸収分割を行うとともに、株式会社バンテック東日本ロジを吸収合併存 

続会社とし、株式会社バンテックゼットロジ、株式会社ロジメイトを吸収合併消滅会社とする吸収合併を 

行う方式。 

（３）分割・合併に係る割当ての内容 

  当社100％保有の子会社を当事者とする吸収分割・吸収合併であるため、該当事項はありません。 

（４）吸収分割会社及び吸収合併消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い 

  当事会社いずれも新株予約権、新株予約権付社債を発行していません。 

（５）吸収分割による資本金の増減等 

   該当事項はございません。 

 （６）分割承継会社が承継する権利義務 

   株式会社バンテック東日本ロジは、承継事業に関する資産、負債、その他の権利義務及び契約上の地位

を、池田運輸株式会社及び株式会社バンテックテクノサービスから承継します。なお、債務の承継につい

ては、重畳的債務引受の方法によるものとします。 

（７）分割後の債務履行の見込み 

  株式会社バンテック東日本ロジ、池田運輸株式会社及び株式会社バンテックテクノサービスは、負担す

べき債務の確実性には問題がないものと判断しております。 

 

２．吸収分割・吸収合併の当事会社の概要（平成21年3月31日現在） 

 （１）吸収分割承継会社・吸収合併存続会社 

商号 株式会社バンテック東日本ロジ 

事業内容 
貨物自動車運送業、貨物運送取扱業、

廃棄物処理業 

設立年月日 平成元年4月28日 

本店所在地 
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生字 

願成寺2169番地1 

代表者 並木 恭輔 

資本金 20百万円 

発行済株式数 400株 

売上高 10,039百万円 

経常利益 △107百万円 

純資産 67百万円 

総資産 1,057百万円 

決算期 3月31日 

大株主及び持株比率 株式会社バンテック100％ 
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（２）吸収分割会社 

商号 池田運輸株式会社 株式会社バンテックテクノサービス 

事業内容 陸上運送事業、自動車運送取扱業 
梱包業、物流加工業、一般労働者派遣事業、

有料職業紹介事業 

設立年月日 昭和37年12月7日 平成8年11月1日 

本店所在地 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町527番地 神奈川県横浜市中区弁天通四丁目59番地

代表者 野村 修一 山名 仁志 

資本金 99百万円 70百万円 

発行済株式数 10万1株 1,400株 

売上高 6,103百万円 5,758百万円 

経常利益 △190百万円 0百万円 

純資産 1,432百万円 84百万円 

総資産 2,381百万円 624百万円 

決算期 3月31日 3月31日 

大株主及び持株比率 株式会社バンテック100％ 株式会社バンテック100％ 

（３）吸収合併消滅会社 

商号 株式会社ロジメイト 株式会社バンテックゼットロジ 

事業内容 一般区域貨物自動車運送事業、貨物運

送取扱事業、貨物荷造り梱包解装事業

貨物自動車運送業、貨物運送取扱業 

設立年月日 昭和63年4月18日 平成3年12月4日 

本店所在地 埼玉県比企郡滑川町大字都25番地31 埼玉県比企郡嵐山町花見台3番地2 

代表者 石垣 洋一 木南 清一 

資本金 90百万円 300百万円 

発行済株式数 1,800株 6,000株 

売上高 6,110百万円 7,428百万円 

経常利益 172百万円 96百万円 

純資産 279百万円 840百万円 

総資産 1,161百万円 1,533百万円 

決算期 3月31日 3月31日 

大株主及び持株比率 株式会社バンテック100％ 株式会社バンテック100％ 

 

３．分割する事業部門の概要 

（１）分割事業部門の概要 

池田運輸株式会社＝栃木事業所（含む群馬デポ）が営む事業 

    株式会社バンテックテクノサービス＝北関東事業部が営む事業 

（２）分割する部門の売上高（平成21年3月期） 

    池田運輸株式会社         1,660百万円 

    株式会社バンテックテクノサービス 770百万円 

 （３）分割する資産、負債の金額（平成21年12月末現在） 

    池田運輸株式会社           資産合計180百万円 

                       負債合計20百万円 

    株式会社バンテックテクノサービス   資産合計12百万円 

負債合計11百万円 
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４．分割・合併後の状況（予定） 

商号 株式会社バンテックイースト 

事業内容 
貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事

業、廃棄物処理業 

本社所在地 埼玉県比企郡滑川町大字都25番地31

代表者 未定 

資本金 20百万円 

決算期 3月31日 

※株式会社バンテック東日本ロジは、平成22年10月1日付で 

 株式会社バンテックイーストに商号変更する予定です。 
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再編Ⅱ．株式会社バンテック首都圏ロジを承継会社とする分割、合併 

１．分割・合併の要旨 

（１）日程 

    ①取締役会決議日   平成22年3月24日 

   ②契約締結日   平成22年4月7日（予定） 

   ③株主総会開催日（被分割・合併会社） 平成22年6月下旬（予定） 

   ④効力発生日（分割・合併期日） 平成22年10月1日 

  (２）分割・合併の方式 

   株式会社バンテック首都圏ロジを吸収分割承継会社とし、株式会社バンテック東日本ロジ、株式会社バ 

ンテック東海ロジ、株式会社ロジメイトを吸収分割会社とする吸収分割を行うとともに、株式会社バンテ 

ック首都圏ロジを吸収合併存続会社とし、池田運輸株式会社及び株式会社バンテックテクノサービス、 

テイシーシーサービス株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う方式。 

（３）分割・合併に係る割当ての内容 

  当社100％保有の子会社を当事者とする吸収分割・吸収合併であるため、該当事項はありません。 

（４）吸収分割会社及び吸収合併消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い 

  当事会社いずれも新株予約権、新株予約権付社債を発行していません。 

（５）吸収分割による資本金の増減等 

   該当事項はございません。 

 （６）分割承継会社が承継する権利義務 

   株式会社バンテック首都圏ロジは、承継事業に関する資産、負債、その他の権利義務及び契約上の地位

を、株式会社バンテック東日本ロジ、株式会社バンテック東海ロジ及び株式会社ロジメイトから承継しま

す。なお、債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものとします。 

（７）分割後の債務履行の見込み 

  株式会社バンテック首都圏ロジ、株式会社バンテック東日本ロジ、株式会社バンテック東海ロジ及び株

式会社ロジメイトは、負担すべき債務の確実性には問題がないものと判断しております。 

 

２．吸収分割・吸収合併の当事会社の概要（平成21年3月31日現在） 

 （１）吸収分割承継会社・吸収合併存続会社 

商号 株式会社バンテック首都圏ロジ 

事業内容 貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事

業、産業廃棄物処理業 

設立年月日 昭和46年6月1日 

本店所在地 
神奈川県横浜市神奈川区守屋町 

三丁目13番地１ 

代表者 並木 恭輔 

資本金 96百万円 

発行済株式数 19万2,000株 

売上高 16,528百万円 

経常利益 △1百万円 

純資産 264百万円 

総資産 2,164百万円 

決算期 3月31日 

大株主及び持株比率 株式会社バンテック100％ 
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（２）吸収分割会社 

商号 株式会社バンテック 

東日本ロジ 

株式会社バンテック 

東海ロジ 

株式会社ロジメイト 

事業内容 貨物自動車運送事業、貨

物運送取扱事業、産業廃

棄物処理業 

設立年月日 平成3年6月18日 

本店所在地 愛知県豊田市堤本町落田

1番地1 

代表者 並木 恭輔 

資本金 20百万円 

発行済株式数 400株 

売上高 5,792百万円 

経常利益 △0百万円 

純資産 161百万円 

総資産 681百万円 

決算期 3月31日 

大株主及び持株比率 

前述、再編 I.の「２．吸

収分割・吸収合併の当事

会社の概要」をご参照 

 

株式会社バンテック

100％ 

前述、再編 I.の「２．吸

収分割・吸収合併の当事

会社の概要」をご参照 

 

（３）吸収合併消滅会社 

商号 池田運輸株式会社 株式会社バンテック 

テクノサービス 

テイシーシーサービス 

株式会社 

事業内容 業務書類及び小荷物の急

送業務、発送サービスの

請負、労働者派遣事業 

設立年月日 昭和62年3月16日 

本店所在地 
千葉県船橋市南海神 

一丁目 7 番 5 号 

代表者 伊藤 善一郎 

資本金 10百万円 

発行済株式数 200株 

売上高 1,168百万円 

経常利益 70百万円 

純資産 124百万円 

総資産 278百万円 

決算期 3月31日 

大株主及び持株比率 

前述、再編 I.の「２．吸

収分割・吸収合併の当事

会社の概要」をご参照 

 

前述、再編 I.の「２．吸

収分割・吸収合併の当事

会社の概要」をご参照 

株式会社バンテック

100％ 

 

３．分割する事業部門の概要 

（１）分割事業部門の概要 

株式会社バンテック東日本ロジ＝村山出張所（含む村山デポ）が営む事業 

    株式会社バンテック東海ロジ＝富士・湖西・浜松の各営業所が営む事業 

    株式会社ロジメイト＝厚木・追浜の各営業所が営む事業 
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（２）分割する部門の売上高（平成21年3月期） 

    株式会社バンテック東日本ロジ 689百万円 

    株式会社バンテック東海ロジ  3,403百万円 

    株式会社ロジメイト      617百万円 

 

（３）分割する資産、負債の金額（平成21年12月末現在） 

    株式会社バンテック東日本ロジ 資産合計8百万円 

                   負債合計5百万円 

    株式会社バンテック東海ロジ  資産合計23百万円 

                   負債合計15百万円 

    株式会社ロジメイト      資産合計53百万円 

                   負債合計36百万円 

 

４．分割・合併後の状況（予定） 

商号 株式会社バンテックセントラル 

事業内容 
貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事

業、産業廃棄物処理業 

本社所在地 神奈川県川崎市川崎区日進町 1 番地

14 

代表者 未定 

資本金 96百万円 

決算期 3月31日 

※ 株式会社バンテック首都圏ロジは、平成22年10月1日付で 

  株式会社バンテックセントラルに商号変更する予定です。 
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再編Ⅲ．株式会社バンテック東海ロジを承継会社とする分割 

１．分割の要旨 

 （１）日程 

    ①取締役会決議日   平成22年3月24日 

   ②契約締結日   平成22年4月7日（予定） 

   ③株主総会開催日（被分割会社） 平成22年6月下旬（予定） 

   ④効力発生日（分割期日）   平成22年10月1日 

  (２）分割の方式 

   株式会社バンテック東海ロジを吸収分割承継会社とし、池田運輸株式会社、株式会社バンテックゼット 

ロジを吸収分割会社とする吸収分割を行う方式。 

（３）分割に係る割当ての内容 

  当社100％保有の子会社を当事者とする吸収分割であるため、該当事項はありません。 

（４）吸収分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い 

  当事会社いずれも新株予約権、新株予約権付社債を発行していません。 

（５）吸収分割による資本金の増減等 

   該当事項はございません。 

 （６）分割承継会社が承継する権利義務 

  株式会社バンテック東海ロジは、承継事業に関する資産、負債、その他の権利義務及び契約上の地位を、

池田運輸株式会社及び株式会社バンテックゼットロジから承継します。なお、債務の承継については、重

畳的債務引受の方法によるものとします。 

（７）分割後の債務履行の見込み 

  株式会社バンテック東海ロジ、池田運輸株式会社及び株式会社バンテックゼットロジは、負担すべき債

務の確実性には問題がないものと判断しております。 

 

２．吸収分割の当事会社の概要（平成21年3月31日現在） 

 （１）吸収分割承継会社 

商号 株式会社バンテック東海ロジ 

事業内容 

設立年月日 

本店所在地 

代表者 

資本金 

発行済株式数 

売上高 

経常利益 

純資産 

総資産 

決算期 

大株主及び持株比率 

前述、再編Ⅱ．の「２．吸収分割・吸

収合併の当事会社の概要」をご参照 
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（２）吸収分割会社 

商号 池田運輸株式会社 株式会社バンテックゼットロジ 

事業内容 

設立年月日 

本店所在地 

代表者 

資本金 

発行済株式数 

売上高 

経常利益 

純資産 

総資産 

決算期 

大株主及び持株比率 

前述、再編I.の「２．吸収分割・吸収

合併の当事会社の概要」をご参照 

 

前述、再編 I.の「２．吸収分割・吸収合

併の当事会社の概要」をご参照 

 

３．分割する事業部門の概要 

（１）分割事業部門の概要 

池田運輸株式会社＝岐阜事業所（含む京都第一デポ、京都第二デポ、名古屋デポ）が営む事業 

    株式会社バンテックゼットロジ＝大阪事業所が営む事業 

（２）分割する部門の売上高（平成21年3月期） 

    池田運輸株式会社       453百万円 

    株式会社バンテックゼットロジ 251百万円 

（３）分割する資産、負債の金額（平成21年12月末現在） 

    池田運輸株式会社       資産85百万円 

                   負債13百万円 

    株式会社バンテックゼットロジ 資産9百万円 

                   負債0百万円 

 

４．分割後の状況（予定） 

商号 株式会社バンテックウエスト 

事業内容 
貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事

業、産業廃棄物処理業 

本社所在地 大阪府大阪市西区阿波座一丁目6番 

1号 

代表者 未定 

資本金 20百万円 

決算期 3月31日 

※ 株式会社バンテック東海ロジは、平成22年10月1日付で 

 株式会社バンテックウエストに商号変更する予定です。 
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再編Ⅳ． 株式会社バンテック九州（新設）を承継会社とする分割 

 １．新会社設立及び分割の要旨 

 （１）日程 

    ①取締役会決議日   平成22年3月24日 

   ②新会社設立日   平成22年4月7日（予定） 

③契約締結日   平成22年4月7日（予定） 

   ④株主総会開催日（被分割会社） 平成22年6月下旬（予定） 

   ⑤効力発生日（分割期日）   平成22年10月1日 

  (２）分割の方式 

   株式会社バンテック九州を平成22年4月7日（予定）に設立するとともに、同社を吸収分割承継会社と 

し、池田運輸株式会社及び株式会社ロジメイトを吸収分割会社とする吸収分割を行う方式。 

（３）分割に係る割当ての内容 

  当社100％保有の子会社を当事者とする吸収分割であるため、該当事項はありません。 

（４）吸収分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い 

  当事会社はいずれも新株予約権、新株予約権付社債を発行していません。 

（５）吸収分割による資本金の増減等 

   該当事項はございません。 

 （６）分割承継会社が承継する権利義務 

   株式会社バンテック九州は、承継事業に関する資産、負債、その他の権利義務及び契約上の地位を、池 

田運輸株式会社及び株式会社ロジメイトから承継します。なお、債務の承継については、重畳的債務引受

の方法によるものとします。 

（７）分割後の債務履行の見込み 

株式会社バンテック九州、池田運輸株式会社及び株式会社ロジメイトは、負担すべき債務の確実性には

問題がないものと判断しております。 

 

２．吸収分割の当事会社の概要 

 （１）吸収分割承継会社（新設会社） 

商号 株式会社バンテック九州 

事業内容 貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事

業、産業廃棄物処理業 

設立年月日 平成22年4月7日（予定） 

本店所在地 
福岡県京都郡苅田町大字与原 

2220番地1（予定） 

代表者 山崎 隆一 

資本金 90百万円 

発行済株式数 1,800株 

決算期 3月31日 

大株主及び持株比率 株式会社バンテック100％ 
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（２）吸収分割会社 

商号 池田運輸株式会社 株式会社ロジメイト 

事業内容 

設立年月日 

本店所在地 

代表者 

資本金 

発行済株式数 

売上高 

経常利益 

純資産 

総資産 

決算期 

大株主及び持株比率 

前述、再編I.の「２．吸収分割・吸収

合併の当事会社の概要」をご参照 

 

前述、再編Ⅰ.の「２．吸収分割・吸収合

併の当事会社の概要」をご参照 

 

３．分割する事業部門の概要 

（１）分割事業部門の概要 

池田運輸株式会社＝福岡事業所が営む事業 

    株式会社ロジメイト＝宇佐営業所（含む犬丸分室、犬丸分室NSU、拝田分室及び中津分室）、苅田営業

所（含む新浜分室）が営む事業 

（２）分割する部門の売上高（平成21年3月期） 

    池田運輸株式会社＝1,781百万円 

    株式会社ロジメイト＝1,194百万円 

（３）分割する資産、負債の金額（平成21年12月末現在） 

    池田運輸株式会社    資産542百万円 

                負債54百万円 

    株式会社ロジメイト   資産54百万円 

                負債16百万円 

 

４．分割後の状況（予定） 

商号 株式会社バンテック九州 

事業内容 
貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事

業、産業廃棄物処理業 

本社所在地 福岡県京都郡苅田町大字与原 

2220番地１ 

代表者 山崎 隆一 

資本金 90百万円 

決算期 3月31日 

 

 

【今後の見通し】 

 本国内子会社の再編は、当社の連結子会社の分割・合併であるため、当社グループの連結業績に与える影響 

は軽微であります。 
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《ご参考》 当社国内関係会社一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本日（平成22年3月24日）開催の当社取締役会で、栄運輸株式会社を平成22年4月30日付で解散し、清算手続きに

入ることを決議し、別途開示させていただいております。 

 

 

以上 

現在 

①株式会社バンテック東日本ロジ 

②株式会社バンテック首都圏ロジ 

③株式会社バンテック東海ロジ 

④株式会社バンテックテクノサービス 

⑤テイシーシーサービス株式会社 

⑥池田運輸株式会社 

⑦株式会社バンテックゼットロジ 

⑧株式会社ロジメイト 

（以上8社が再編対象子会社） 

⑨常盤海運株式会社 

⑩日産エルティ九州株式会社 

⑪栄運輸株式会社※ 

全11社 

再編後＝平成22年10月1日以降 

①株式会社バンテックイースト 

（旧バンテック東日本ロジ） 

②株式会社バンテックセントラル 

（旧バンテック首都圏ロジ） 

③株式会社バンテックウエスト 

（旧バンテック東海ロジ） 

④株式会社バンテック九州（新設） 

⑤常盤海運株式会社 

⑥日産エルティ九州株式会社 

全6社 


