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子会社再編のお知らせ 

 

 

当社ならびにグループ会社各社は、平成23年５月18日開催の各社取締役会において、以下のと

おりのグループ内再編を行う旨の基本方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

１．再編の目的 

本年４月実施の当社組織再編で、当社に事業別の本部を設置したことに合わせ、事業ごと

に子会社を集約することにより、各事業の推進体制をさらに強化するとともに、経営管理を

一層効率化し、当社と事業別子会社との緊密な連携のもと、権限・責任の明確化ならびに  

グループの経営判断の迅速化を図り、一層の収益、企業価値の向上を目指す。 

 

２．再編の概要（再編イメージは別紙１、各子会社の概要は別紙２参照） 

(1) 事業子会社の合併 

 合併対象会社 新商号（仮称） 

オフィスビル事業 

住宅事業 

常和建物㈱（存続会社）、常和アセット

マネジメント㈱、常和不動産㈱、常和

ビル開発㈱ 

常和不動産㈱ 

ホテル事業 
常和ホテルマネジメント㈱（存続会社）、

常和ホテルズ㈱ 

常和ホテル㈱ 

ゴルフ事業 
常和ゴルフマネジメント㈱、 

常和ゴルフ㈱（存続会社） 

常和ゴルフマネジメント㈱

 

(2) 常和ビルサービス㈱（当社100％子会社）の孫会社化 

同社を上記(1)の新・常和不動産㈱（仮称）の子会社（当社にとっては孫会社）とする。 

 

(3) 実施日 

2011年10月１日（予定） 

 

３．今後の見通し 

当社100％子会社間の再編成であり、当社の連結業績に与える影響はございません。 

 

以 上 



（別紙１）
再編イメージ

（網かけは存続会社）

常和アセットマネジメント㈱

常和不動産㈱

常和建物㈱

常和ビル開発㈱

常和ビルサービス㈱

常和ホテルマネジメント㈱

常和ビルサービス㈱

常和ホテルズ㈱

常和ゴルフマネジメント㈱

常和ゴルフ㈱

常
和
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

常
和
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

常和不動産㈱（仮称）

常和ホテル㈱（仮称）

常和ゴルフマネジメント㈱（仮称）

（ホテル事業不動産保有）

（ゴルフ事業運営）

（ゴルフ事業不動産保有）

（オフィスビル・住宅事業運営）

（オフィスビル事業不動産保有）

（オフィスビル事業不動産保有）

（オフィスビル事業不動産保有）

（清掃、管財）

（ホテル事業運営）

【再編前】

【再編後】



（別紙２） 

 

各子会社の概要 

（平成23年３月31日現在） 

 

（オフィスビル事業、住宅事業） 

(1) 商号 常和アセットマネジメント㈱ 常和建物㈱ 

(2) 事業内容 オフィスビル等の賃貸、宅地分譲、

不動産仲介等 

賃貸オフィスビルの信託受益権等

の保有、運用 

(3) 設立年月日 平成16年３月１日 平成16年３月11日 

(4) 本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目４番１号 東京都中央区八重洲二丁目４番１号

(5) 代表者 代表取締役社長 小崎 哲資 代表取締役社長 小崎 哲資 

(6) 資本金 110百万円 400百万円 

(7) 発行済株式数 220,000株 1,600,000株 

(8) 総資産 9,026百万円 21,773百万円 

(9) 純資産 679百万円 1,348百万円 

(10)決算期 ３月31日 ３月31日 

(11)大株主および 

持株比率 

常和ホールディングス㈱100％ 常和ホールディングス㈱100％ 

 

(1) 商号 常和不動産㈱ 常和ビル開発㈱ 

(2) 事業内容 賃貸オフィスビルの信託受益権等

の保有、運用 

賃貸不動産の信託受益権等の保有、

運用 

(3) 設立年月日 平成16年３月11日 平成17年２月24日 

(4) 本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目４番１号 東京都中央区八重洲二丁目４番１号

(5) 代表者 代表取締役社長 小崎 哲資 代表取締役社長 小崎 哲資 

(6) 資本金 1,300百万円 375百万円 

(7) 発行済株式数 5,200,000株 2,700,000株 

(8) 総資産 58,513百万円 6,502百万円 

(9) 純資産 3,776百万円 4,071百万円 

(10)決算期 ３月31日 ３月31日 

(11)大株主および 

持株比率 

常和ホールディングス㈱100％ 常和ホールディングス㈱100％ 

 

(1) 商号 常和ビルサービス㈱ 

(2) 事業内容 オフィスビル等の清掃、管理、

社宅・寮の管理業務等 

(3) 設立年月日 昭和48年６月15日 

(4) 本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目４番１号

(5) 代表者 代表取締役社長 絹谷 雅生 

(6) 資本金 100百万円 

(7) 発行済株式数 200,000株 

(8) 総資産 260百万円 

(9) 純資産 219百万円 

(10)決算期 ３月31日 

(11)大株主および 

持株比率 

常和ホールディングス㈱100％ 



（ホテル事業） 

(1) 商号 常和ホテルマネジメント㈱ 常和ホテルズ㈱ 

(2) 事業内容 ビジネスホテルの運営 ビジネスホテルの信託受益権等の

保有、運用 

(3) 設立年月日 平成16年３月１日 平成16年３月11日 

(4) 本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目４番１号 東京都中央区八重洲二丁目４番１号

(5) 代表者 代表取締役社長 小崎 哲資 代表取締役社長 小崎 哲資 

(6) 資本金 100百万円 260百万円 

(7) 発行済株式数 1,600,000株 1,040,000株 

(8) 総資産 1,491百万円 25,212百万円 

(9) 純資産 512百万円 1,139百万円 

(10)決算期 ３月31日 ３月31日 

(11)大株主および 

持株比率 

常和ホールディングス㈱100％ 常和ホールディングス㈱100％ 

 

（ゴルフ事業） 

(1) 商号 常和ゴルフマネジメント㈱ 常和ゴルフ㈱ 

(2) 事業内容 八千代ゴルフクラブの運営 八千代ゴルフクラブの信託受益権

等の保有、運用 

(3) 設立年月日 昭和49年３月15日 平成16年３月11日 

(4) 本店所在地 千葉県八千代市米本2834 東京都中央区八重洲二丁目４番１号

(5) 代表者 代表取締役 長戸 良生 代表取締役社長 小崎 哲資 

(6) 資本金 100百万円 100百万円 

(7) 発行済株式数 200,000株 4,120,000株 

(8) 総資産 528百万円 4,851百万円 

(9) 純資産 194百万円 2,218百万円 

(10)決算期 ３月31日 ３月31日 

(11)大株主および 

持株比率 

常和ホールディングス㈱100％ 常和ホールディングス㈱100％ 
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