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子会社の再編に関するお知らせ 

 

 

 当社は平成 22 年 12 月にグループの第４次中期経営計画を作成し、効率的で高い収益力のある経営体

質を構築するため、グループ全体最適を実現する事業構造の再編に取り組んでおります。本日の取締役

会において、当社連結子会社の再編を行う方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 
 

記 

 

 

１．ガステックサービス株式会社関東支社の、グッドライフサーラ関東株式会社への統合について 

 

（１）統合の目的および概要 

  エネルギーサプライ＆ソリューション事業における当社連結子会社の「ガステックサービス株式

会社」（以下ガステックサービス）は、愛知県・静岡県を中心に東北地方から中国地方においてＬ

Ｐガスをはじめとするエネルギー供給を中心とした事業を行っており、関東地区は関東支社が担当

しております。（お客さま件数：約 23 千件、平成 23 年 11 月期売上高予定：約 22 億円）同じく当

社連結子会社の「グッドライフサーラ関東株式会社」（以下グッドライフサーラ関東）は、ガステ

ックサービスが平成 21 年７月、三菱マテリアルエネルギー株式会社からＬＰガス販売事業ならび

に石油製品販売事業に関する権利を一部継承して設立した会社であり、関東地区を中心に同事業を

行っております。（お客さま件数：約 13 千件、平成 23 年９月期売上高予定：約 47 億円）今回同

地区において、営業基盤の強化と事業の効率化を推進するため、平成 24 年４月 1 日付でガステッ

クサービスの関東支社をグッドライフサーラ関東へ統合することといたしました。重複する営業所

のエリアを整理することにより管理コスト等の削減を行うとともに、営業基盤の強化を図り統合２

年目にはお客さま件数 38 千件、売上高 72 億円を目指します。 

（２）統合の要旨 

①統合の方法 

  ガステックサービスの会社分割を実施し、関東支社を継承会社であるグッドライフサーラ関東

へ統合いたします。 

   ②統合の日程（効力発生日）   平成 24 年４月１日 

   

 

 

 



（３）継承会社の概要（平成 22 年９月 30 日現在） 

商号 グッドライフサーラ関東株式会社 

本店所在地 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 1959 番地の１ 

代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 

棚橋 弘之 

事業内容 ＬＰガス・灯油・軽油・重油等石油製品、ガス器具の販売、設備工事 

設立年月日 平成 21 年７月１日 

資本金 80 百万円 

純資産 335 百万円 

総資産 942 百万円 

大株主及び 

持株比率 
ガステックサービス株式会社           99％ 

 

 

２．株式会社中部による中設工事株式会社の完全子会社化ならびに吸収合併について 

 

（１）合併の目的および概要 

   名古屋・西三河地区はエンジニアリング＆メンテナンス事業の有望なマーケットとして期待され

ています。当社連結子会社の「株式会社中部」（以下中部）は、高浜市を拠点とする同じく当社連

結子会社の「中設工事株式会社」（以下中設工事）を平成 24 年４月１日付で吸収合併することと

いたしました。これにより、業務体制の合理化・効率化を推進し市場競争力を高めるとともに、同

地区を東三河、遠州地区に次ぐ主要な拠点とすべく事業の拡大を目指してまいります。 

（２）完全子会社化の要旨 

中部は、中設工事の全株式を取得し完全子会社化いたします。 

（３）合併の要旨 

①合併の方法 

  中部を存続会社とする吸収合併方式で、中設工事は解散いたします。 

   ②合併期日（効力発生日）   平成 24 年４月１日 

 （４）合併当事会社の概要 

（平成 22年 11 月 30 日現在）     （平成 22 年９月 30 日現在） 

商号 
株式会社中部 

（存続会社） 

中設工事株式会社 

（消滅会社） 

本店所在地 愛知県豊橋市神野新田町ﾄﾉ割 28 番地 愛知県高浜市新田町 3丁目 8番地 11

代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 

石原 裕 

代表取締役社長 

春田 勝也 

事業内容 
建設・設備関連の 

総合エンジニアリング 

空調・給排水・水道等の 

設備工事 

設立年月日 昭和 38 年 4月 20 日 昭和 38 年 10 月 15 日 

資本金 2,322 百万円 50 百万円 

発行済株式総数 11,337,800 株 500 株 

純資産 6,430 百万円 135 百万円 

総資産 11,989 百万円 339 百万円 

大株主及び 

持株比率 

株式会社サーラコーポレーション 

100％
株式会社中部        95％ 

 

 



３．株式会社中部技術サービスによる中部三洋システム株式会社の完全子会社化ならびに吸収合併につ

いて 

 

（１）統合の目的および概要 

   エンジニアリング＆メンテナンス事業において当社連結子会社の「株式会社中部技術サービス」

（以下中部技術サービス）は、三洋電機製品を扱う同じく当社連結子会社「中部三洋システム」（以

下中部三洋システム）を、平成 24 年４月１日付で吸収合併することといたしました。中部技術サ

ービスが持つメンテナンス技術と中部三洋システムの扱う環境商材の融合により、環境負荷を低減

したメンテナンスサービスを充実できる体制を構築し、長期的な成長の実現を目指してまいります。 

（２）完全子会社化の要旨 

中部技術サービスは、中部三洋システムの全株式を買い取り、完全子会社化いたします。 

（３）合併の要旨 

①合併の方法 

  中部技術サービスを存続会社とする吸収合併方式で、中部三洋システムは解散いたします。 

 ②合併期日（効力発生日）   平成 24 年４月１日 

（４）合併当事会社の概要（平成 22 年９月 30 日現在） 

商号 
株式会社中部技術サービス 

（存続会社） 

中部三洋システム株式会社 

（消滅会社） 

本店所在地 愛知県豊橋市神野新田町ﾄﾉ割 28 番地 愛知県豊橋市神野新田町ﾄﾉ割 28 番地

代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 

金子 登一 

代表取締役社長 

金子 登一 

事業内容 
空調・給排水等の設備メンテナンス 

総合ビル管理 
三洋電機製品の卸販売 

設立年月日 昭和 52 年 10 月 21 日 平成 12 年４月３日 

資本金 90 百万円 20 百万円 

発行済株式総数 172,000 株 400 株 

純資産 368 百万円 △９百万円 

総資産 1,134 百万円 307 百万円 

大株主及び 

持株比率 
株式会社中部       98.14％ 株式会社中部       78.75％

 

 

４．今後の見通し 

 本件はともに連結子会社間の事業継承・合併のため、当社の連結業績への影響は軽微であります。 

 

以 上 


