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平成 23 年２月 14 日 

各    位 

会  社  名  燦キャピタルマネージメント株式会社   

代 表 者 名  代表取締役社長 前田 健司       

（コード番号：大証ＪＡＳＤＡＱ2134） 

問 合 先  経営管理本部 藤本 政雄 

（TEL．06－6205－5611）  

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/ 

 

当社会社分割（単独簡易新設分割）に関するお知らせ 

 
当社は、平成 23 年２月 14 日開催の取締役会におきまして、ゴルフ場運営事業（以下、「本件事

業」といいます。）を会社分割し、分割により新たに設立する会社に承継することを決議致しました

ので下記のとおりお知らせ致します。 
 

記 
 
１．会社分割の目的 
 当社は、平成 18 年に投資目的により、鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コースを事業譲渡により譲

り受け、ゴルフ場運営を行ってまいりました。 
事業譲渡以降、当社において本件事業の自社運営を行い、現在、同事業は、単独黒字を確保出来

る状況にあります。 
これまで、当社は、本件事業を当社の投資事業の一環と捉え、セグメント上は投資事業に分類し

てまいりましたが、現在の同事業の収益状況等を考慮し、今般の会社分割により、新たな事業部門

として投資事業から独立させることといたしました。 
当社グループ全体の事業戦略におきましても、今般の会社分割による本件事業の法人化により、

当社グループ「各社の役割」および「各社別の収益状況」の更なる明確化を図ってまいります。 
また、当社グループ全体の管理業務における重複業務の整流化を図り、間接コスト削減を進めて

まいります。 
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２．会社分割の趣旨 
（１）分割の日程 

分割計画書承認取締役会 平成 23 年２月 14 日 
新設会社設立の日 平成 23 年３月 29 日（予定） 
 （注）１．会社分割は、会社法第 805 条の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく

行います。 
    ２．株券は不発行と致します。 

 
（２）分割方式 
 当社を分割会社とし、鳥取カントリー倶楽部株会社（以下、「新設会社」といいます。）を新設

会社とする新設分割（以下、「本件分割」といいます。）であります。 
なお、分割方式につきましては、分社型分割を採用しております。 

 
 （３）株式の割当 
  新設会社は、本分割に際して、普通株式 4,000 株を発行し、その全てを当社に割り当てます。 
 
 （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 
  本件分割による資本金の減少はありません。 
 
  （６）当社の新株予約権の取り扱い 
  当社新株予約権の取り扱いにつきましては、本件分割による変更はありません。 
  なお、本件決議に先立ち、覚書の締結が必要となる可能性のある相手方につきましては、合意

の旨を頂いております。 
 
 （７）新設会社が承継する権利義務 
  新設会社は、本件分割に際して、当社から本件事業に関して有する資産、債務、その他権利義

務および契約上の地位を承継します。 
 
 （８）債務履行の見込み 
  本件分割により、当社及び新設会社が負担すべき債務の履行の見込みについては、今後の事業

展開、収益見通し等を勘案の上、問題ないものと判断しております。 
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３．分割当時会社の概要 

 
分割会社 

新設会社 

（平成 23年３月 29日予定） 

（１）商号 燦キャピタルマネージメント 

株式会社 

鳥取カントリー倶楽部 

株式会社 

（２）事業内容 投資事業 ゴルフ場運営事業 

（３）設立年月日 平成９年５月１日 平成 23年３月 29日（予定） 

（４）本店所在地 大阪市北区中之島二丁目３番 33号 大阪市北区中之島二丁目３番 33号 

（５）代表者 代表取締役社長 

前田 健司 

取締役社長 

池永 滋（予定） 

（６）資本金 866百万円 

（平成 22年 12月 31日現在） 
150 百万円 

（７）発行済株式総数 59,100株 

（平成 22年 12月 31日現在） 
4,000 株 

（８）総資産 9,429百万円（連結） 

（平成 22年３月 31日現在） 
300 百万円 

（９）純資産 3,435百万円（連結） 

（平成 22年３月 31日現在） 
200 百万円 

（10）一株当たり純資産 37,080.83円 

（平成 22年３月 31日現在） 
50,000 円 

（11）売上高 1,323百万円（連結） 

（平成 22年３月 31日現在） 
― 

（12）営業利益 22百万円（連結） 

（平成 22年３月 31日現在） 
― 

（13）経常利益 172百万円（連結） 

（平成 22年３月 31日現在） 
― 

（14）当期純利益 18百万円（連結） 

（平成 22年３月 31日現在） 
― 

（15）一株当たり当期純利益 328.59円（連結） 

（平成 22年３月 31日現在） 
― 

（16）決算期 ３月 31日 ３月 31日 

（17）従業員 22名（＊） 20名 

（18）大株主及び持分比率 前田 健司       26.70％ 

㈱ＩＳホールディングス 25.38％ 

佐々木 康裕      8.12％ 

増田 洋介       3.04％ 

バンク ジュリウス ベア アンド 

カンパニー リミテッド（常任代理

人 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行） 

2.38％ 

（平成 22年９月 30日現在） 

燦キャピタルマネージメント㈱ 

100％ 

（＊）分割会社の従業員数につきましては、会社分割後の従業員数を記載しております。 
（＊）分割会社の純資産及び総資産は、平成 22 年 12 月 31 日現在の数値に基づいて算出した新設

会社設立の日の見込み額になります。 
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４．会社分割の内容 
 （１）分割する事業の内容 

鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース運営事業（ゴルフ場運営事業） 
 
  （２）分割する事業の平成 22 年３月期における経営成績 

分割部門の売上高（ａ） 当社連結売上高（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 
198 百万円 1,323 百万円 15.0％ 

分割部門の売上総利益（ａ） 当社連結売上総利益（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 
176 百万円 852 百万円 20.7% 

分割部門の営業利益（ａ） 当社連結営業利益（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 
7 百万円 22 百万円 31.8% 

分割部門の経常利益（ａ） 当社連結経常利益（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 
6 百万円 172 百万円 3.5% 

 
 （３）分割する資産および負債の項目ならびに金額（平成 23 年３月 29 日予定） 

資 産 負 債 
項 目 帳簿価格 項 目 帳簿価格 
流動資産 77 百万円 流動負債 60 百万円 
固定資産 223 百万円 固定負債 36 百万円 
合  計 300 百万円 合  計 96 百万円 

（＊）分割会社の純資産及び総資産は、平成 22 年 12 月 31 日現在の数値に基づいて算出した新設

会社設立の日の見込み額になります。 
 
 
５．本件分割後の分割当時会社の状況 
 本件分割に伴う、当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期の

変更はありません。 

 

 

６．業績に与える影響 

 今期の連結の業績に与える影響はありません。また、個別の業績に与える影響は軽微であります。 
 
 
 

以   上 


