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会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成 23 年９月９日開催の取締役会において、その他直営飲食事業部門の一部を会社分割により

分社化することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、本分割は当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

１．分割の目的 

   当社は、その他直営飲食事業部門の内、「天丼あきば」を運営しております事業部を、個別業態の運

営に集中させることを目的に分社化し、迅速な経営判断により経営効率化を図るとともに収益体質の強

化を図ります。 

 

２．会社分割の要旨 

(1) 分割の日程 

  取締役会決議日     平成 23 年 ９月 ９日 

  分割期日（効力発生日） 平成 23 年 10 月 ３日（予定） 

（注）本分割は、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) 分割方式 

  当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割です。 

 

(3) 分割に係る割当ての内容 

新設会社は、本分割に際して普通株式 1,600 株を発行し、その全部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 

  本分割による資本金の減少はありません。 

 

(6) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

  当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

 



  

(7) 新設会社が承継する権利義務 

  新設会社は、本分割に際して、当社から「天丼あきば」の運営に関する資産、負債、契約

その他の権利義務を承継いたします。 

  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いたします。 

 

(8) 債務履行の見込み 

  本分割において、当社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題は

ないものと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要 

項目 
分割会社 

（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

新設会社 

（平成 23 年 10 月３日設立予定）

(1) 名称 アークランドサービス株式会社 アークダイニング株式会社 

(2) 事業内容 飲食店の経営及びＦＣ本部の運営 飲食店の経営 

(3) 設立年月日 平成５年３月２日 平成 23 年 10 月３日 

(4) 所在地 

東京都千代田区神田佐久間町 

一丁目８番地４ 

ニュー千代田ビル５階 

東京都千代田区神田佐久間町 

一丁目８番地４ 

ニュー千代田ビル５階 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 臼井 健一郎 代表取締役 臼井 健一郎 

(6) 資本金の額 456 百万円 80 百万円 

(7) 発行済株式数 24,580 株 1,600 株 

(8) 総資産 5,719 百万円 248 百万円 

(9) 純資産 3,920 百万円 243 百万円 

(10) 事業年度の末日 12 月 31 日 12 月 31 日 

(11) 大株主及び持株比率 
アークランドサカモト株式会社 

65.91％ 

アークランドサービス株式会社 

100％ 

 

(12) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期（単位：百万円） 
アークランドサービス株式会社 

平成 20 年 12 月期 平成 21 年 12 月期 平成 22 年 12 月期 

売上高 7,997 8,361 9,696 

営業利益 818 924 1,292 

経常利益 856 964 1,340 

当期純利益 417 500 713 

1 株当たり当期純利益 17,616.70 円 21,287.24 円 30,314.42 円 

1 株当たり配当金 2,000 円 3,000 円 4,000 円 

1 株当たり純資産 120,006.59 円 139,287.90 円 166,607.22 円 

（注）平成 23 年１月１日付をもって、普通株式１株につき 100 株の割合で株式分割しております。なお、

上記業績の数値につきましては、株式分割を考慮しておりません。 

 



  

４．分割する事業部門の概要 

(1) 分割する事業の内容 

  てんぷら専門店「天丼あきば」の運営 

 

(2) 分割する事業の平成 22 年 12 月期における経営成績 

項目 
アークランドサービス株式会社 

分割事業（a） 実績（b） 比率（a／b） 

売上高 194 百万円 9,696 百万円 2.0％ 

 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（予定） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 84百万円 固定負債 4百万円 

固定資産 163百万円 

合計 248百万円 合計 4百万円 

（注）平成23年８月31日現在で試算しております。 

 

５．会社分割後の上場会社の状況 

  商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期は変更ありません。なお、当該子会社の設立に

より、平成23年12月期第４四半期より当社は連結決算となります。 

 

６．今後の見通し 

  新設会社は、100％子会社となるため連結の業績につきましては、単体で公表しております業績予想の

数値から変更はありません。なお、個別の業績予想につきましては以下のとおりであります。 

   

平成23年12月期通期個別業績予想 （単位：百万円）

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益（円）

通期 10,650 1,368 1,398 739 314.06 

 

（参考） 

平成23年12月期通期連結業績予想 （単位：百万円）

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益（円）

通期 10,700 1,370 1,400 740 314.49 

 

以上 


