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平成 26 年８月 11 日 

各   位 
会 社 名 株式会社   東   祥     

代 表 者 名 代表取締役社長  沓名 俊裕 
(コード：8920 東証・名証第一部)  

問合せ先 常務取締役管理部長  桑添 直哉 
（TEL．0566－79－3111）   

  
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 26 年 8 月 11 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 10 月１日を

もって当社ホテル事業部門を会社分割し、新設するＡＢホテル株式会社に承継すること

を決議いたしましたのでお知らせいたします。 
なお、本会社分割は当社の単独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． 会社分割の目的 

当社は現在スポーツクラブ事業及びホテル事業、不動産事業を３本の柱として事

業展開を行っておりますが、各事業におけるお客様のニーズは常に変化している状

況であり、これら経営環境の変化に適切に対処できる体制の確保を目的にホテル事

業を分社化し収益責任体制の一層の明確化を図るとともに、意思決定の迅速化及び

機動力の向上による経営効率の更なる向上を図り、競争力、収益力の強化を行って

まいります。 
 

２． 会社分割の要旨 
（１）会社分割の日程 

分割計画取締役会決議 平成 26 年８月 11 日 
新会社設立の日 平成 26 年 10 月１日 

（注）本分割は会社法 805 条に定める簡易新設分割に該当するため、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簡易新設分割です。 
 
（３）分割に係る株式の割当 
   新設会社は、本分割に際して発行する普通株式の全てを当社に割り当てます。 
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（４）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。 
 
（５）分割により減少する資本金等 
   本分割による資本金及び資本準備金の増減はありません。  
 
（６）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ホテル事業に関する資産、負債、その他の

権利義務及び契約上の地位を承継します。 
 
（７）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、履行の見込みに問

題はないと判断しております。 
 
３． 分割当事会社の概要 

 分割会社 
（平成 26 年３月 31 日現在）

新設会社 
（平成 26 年 10 月 1 日設立予定）

（1）名称 株式会社東祥 ＡＢホテル株式会社 

（2）所在地 愛知県安城市三河安城町 
１丁目 16 番地５ 

愛知県安城市三河安城町 
１丁目 16 番地５ 

（3）代表者 代表取締役社長 
沓名 俊裕 

代表取締役社長 
沓名 俊裕 

（4）事業内容 スポーツクラブ事業及び 
不動産事業 ホテル事業 

（5）資本金 1,580 百万円 100 百万円（予定） 
（6）設立年月日 昭和 54 年３月１日 平成 26 年 10 月１日（予定）

（7）発行済株式数 19,157,500 株 2,000 株（予定） 
（8）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 
（9）従業員 269 人 約５人 

（10）大株主及び持ち

株比率 

沓名 俊裕 
44.69％

沓名裕一郎 
10.94％

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口） 
6.06％

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
4.50％

沓名 一樹 
3.17％

株式会社東祥    100％ 
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（11）分割会社の直前事業年度の財政状況および経営成績（非連結）   
決算期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期

純資産（千円） 8,419,308 10,686,174 13,645,108
総資産（千円） 26,932,772 28,874,719 32,292,866
１株当たり純資産（円） 478.58 581.09 712.37
売上高（千円） 12,004,021 13,271,841 15,226,286
営業利益（千円） 2,524,370 3,043,499 3,616,036
経常利益（千円） 2,326,619 2,845,626 3,501,044
当期純利益（千円） 1,234,635 1,591,302 1,975,988
１株当たり当期純利益（円） 70.18 90.29 107.29
 
４． 分割する事業部門の概要 
（１） 分割する事業内容 

ホテル事業 
 

（２） 分割する事業部門の経営成績（平成 26 年３月期） 
株式会社東祥（単体） 

 分割部門（Ａ） 当社（Ｂ） 比率（Ａ／Ｂ） 
売上高 1,539 百万円 15,226 百万円 10.11％
 
（３） 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 26 年 9 月 30 日見込） 

資 産 負 債 
項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 5 百万円 流動負債 516 百万円

固定資産 3,217 百万円 固定負債 2,142 百万円

合 計 3,222 百万円 合 計 2,659 百万円
 
５． 分割後の上場会社（株式会社東祥）の状況 
  本分割による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変

更はありません。 
 
６． 連結決算への移行及び今後の見通し 

新設会社は当社の 100％連結子会社となるため、当社は、平成 27 年３月期第３四

半期より連結決算となります。なお、連結の業績に与える影響は軽微であります。 
また、本会社分割が平成 27 年３月期の当社の個別業績に与える影響は、現在精査

中です。今後、業績予想の修正が必要な場合には速やかに開示いたします。 
 

（参考）当社個別業績予想（平成 26 年７月 31 日公表分）及び前期実績 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 
（平成 27 年３月期） 16,300 百万円 4,083 百万円 4,000 百万円 2,260 百万円 

前期実績 
（平成 26 年３月期） 15,226 百万円 3,616 百万円 3,501 百万円 1,975 百万円 

 
以 上 


