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平成30年１月31日 

各   位 

会 社 名 サノヤスホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 上 田    孝 

（コード番号 7022 東証第１部） 

問合せ先 総務部長      田  代  昌  利 

（電話番号 06-4803-6161） 

 

 

孫会社の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、会社分割により当社の完全子会社に当社が保有

する連結子会社株式の一部を承継させること（孫会社の異動）を決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

１．異動の理由 

当社は、本日開示の「子会社の設立及び会社分割（吸収分割）に関するお知らせ」に記

載のとおり、平成30年６月22日開催予定の第７期定時株主総会において承認が得られるこ

とを条件として、当社を分割会社、当社の完全子会社であるサノヤスＭＴＧ株式会社（以

下「ＳＭＴＧ」という。）を承継会社とする会社分割を行い、ＳＭＴＧに造船以外の事業を

営む連結子会社の株式を承継させることを決議いたしました。 

 

２．孫会社へ異動予定の主な会社の概要 

みづほ工業株式会社 

(1)名称 みづほ工業株式会社 

(2)所在地 大阪市西成区南津守四丁目４番16号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 悦勝 三次 

(4)事業内容 化粧品・医薬品の乳化装置及び攪拌機等の製造・販売、工場廃水処理装置の
製造・販売 

(5)資本金 60百万円 

(6)設立年月日 昭和35年５月７日 

(7)大株主及び持株比率 サノヤスホールディングス株式会社  100％ 

(8)上場会社と当該会社
との関係 

資本関係 当社が発行済株式数の 100％を直接保有しています。 

人的関係 当社から３名を役員として派遣しています。 
当社から従業員１名を出向させています。 

取引関係 業務委託（経営指導）契約、出向契約等に基づき、直前事業年度
において当社に対して62百万円の支出がありました。 

(9)最近３年間の経営成
績及び財政状態 

 

決算期 平成27年 3月期 平成28年 3月期 平成29年 3月期 

純資産 3,542 百万円 3,891 百万円 4,331 百万円 

総資産 4,819 百万円 5,049 百万円 5,892 百万円 

１株当たり純資産 39,362 円 10 銭 43,238 円 51 銭 48,132 円 14 銭 

売上高 2,811 百万円 3,596 百万円 3,691 百万円 

当期純利益 139 百万円 319 百万円 347 百万円 

１株当たり当期純利益 1,552 円 66 銭 3,555 円 36 銭 3,862 円 84 銭 

１株当たり配当金 200 円 ― ― 
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株式会社サノテック 
(1)名称 株式会社サノテック 

(2)所在地 大阪市住之江区北加賀屋五丁目２番７号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 多田  勤 

(4)事業内容 情報システムの開発・販売、各種情報機器の販売及び保守 

(5)資本金 80 百万円 

(6)設立年月日 昭和59年10月31日 

(7)大株主及び持株比率 サノヤスホールディングス株式会社  100％ 

(8)上場会社と当該会社
との関係 

資本関係 当社が発行済株式数の 100％を直接保有しています。 

人的関係 当社から２名を役員として派遣しています。 
当社が従業員５名を出向受入しています。 

取引関係 業務委託（経営指導）契約等に基づき、直前事業年度において当
社に対して３百万円の支出がありました。 
物品販売契約、出向契約等に基づき、直前事業年度において当社
から182百万円の収入がありました。 

(9)最近３年間の経営成
績及び財政状態 

 

決算期 平成27年 3月期 平成28年 3月期 平成29年 3月期 

純資産 254 百万円 269 百万円 305 百万円 

総資産 460 百万円 470 百万円 533 百万円 

１株当たり純資産 159,315円81銭 168,469円65銭 190,650円13銭 

売上高 589 百万円 560 百万円 668 百万円 

当期純利益 23 百万円 16 百万円 34 百万円 

１株当たり当期純利益 14,820 円 99 銭 10,113 円 25 銭 21,766 円 50 銭 

１株当たり配当金 ― ― ― 
 

 

サノヤス・ライド株式会社 
(1)名称 サノヤス・ライド株式会社 

(2)所在地 大阪市住之江区北加賀屋五丁目２番７号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 浅尾 洋光 

(4)事業内容 遊園地遊戯機械設備の製造、販売、賃貸及び運営 

(5)資本金 200百万円 

(6)設立年月日 昭和15年６月25日 

(7)大株主及び持株比率 サノヤスホールディングス株式会社  100％ 

(8)上場会社と当該会社
との関係 

資本関係 当社が発行済株式数の 100％を直接保有しています。 

人的関係 当社から４名を役員として派遣しています。 

取引関係 業務委託（経営指導）契約、出向契約等に基づき、直前事業年度
において当社に対して66百万円の支出がありました。 
直前事業年度において当社から受取利息他15百万円の収入があ
りました。 

(9)最近３年間の経営成
績及び財政状態 

 

決算期 平成27年 3月期 平成28年 3月期 平成29年 3月期 

純資産 4,174 百万円 3,267 百万円 2,729 百万円 

総資産 7,657 百万円 6,589 百万円 6,083 百万円 

１株当たり純資産 128 円 100 円 84 円 

売上高 3,236 百万円 2,987 百万円 3,460 百万円 

当期純利益又は当期純損失 423 百万円 △965 百万円 △489 百万円 

１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失 

12 円 98 銭 △29 円 61 銭 △15 円 01 銭 

１株当たり配当金 ― ― ― 
 

 ※ 営業上、競争上の理由から上記３社の個別の営業利益、経常利益は公表しておらず、営業利益等の記
載は省略しています。 

 

３．異動の日程 

 ＳＭＴＧ設立                   平成30年４月２日（予定） 

会社分割決議取締役会               平成30年４月27日（予定） 

会社分割契約締結                 平成30年４月27日（予定） 

会社分割契約承認株主総会             平成30年６月22日（予定） 

会社分割効力発生                 平成30年７月２日（予定） 
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４．今後の見通し 

本件異動による当社連結及び単体業績への影響はありません。 

 

５．相手先の概要（平成 30 年４月２日予定） 

(1)名称 サノヤスＭＴＧ株式会社 

(2)所在地 大阪市北区中之島三丁目３番 23 号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 上田  孝 

(4)事業内容 駐車装置、建設機械、遊戯機械、化粧品製造用乳化装置、産業用機械部品の製

造販売及び各種設備工事業等を行う関係会社に関する経営管理を主な業務とす

る統括事業 

(5)資本金 10百万円 

(6)設立年月日 平成30年４月２日（予定） 

(7)直前事業年度の純資

産及び総資産 

― 

(8)大株主及び持株比率 サノヤスホールディングス株式会社 100％ 

 

６．承継株式数、対価 

（１）承継株式数 

みづほ工業株式会社         90,000 株 

株式会社サノテック          1,600 株 

サノヤス・ライド株式会社 32,600,000 株 
 ※ 東京証券取引所上場規程に基づく開示義務に該当する会社に関してのみ記載しています。 
 

（２）対価 

承継会社が分割に際して発行する株式 200 株のすべてを当社に割り当てます。 

 

７．承継前及び承継後の所有株式数及び議決権所有割合 

（１）承継前の当社所有株式数及び議決権所有割合 

みづほ工業株式会社         90,000 株（議決権の数： 90,000 個、議決権所有割合：100％） 

株式会社サノテック          1,600 株（議決権の数：  1,600 個、議決権所有割合：100％） 

サノヤス・ライド株式会社 32,600,000 株（議決権の数：326,000 個、議決権所有割合：100％） 
 ※ 東京証券取引所上場規程に基づく開示義務に該当する会社に関してのみ記載しています。 
 

（２）承継後の当社所有株式数及び議決権所有割合 

みづほ工業株式会社              0 株（議決権の数： 0個、議決権所有割合： 0％） 

株式会社サノテック             0 株（議決権の数： 0個、議決権所有割合： 0％） 

サノヤス・ライド株式会社         0 株（議決権の数： 0個、議決権所有割合： 0％） 
 ※ 東京証券取引所上場規程に基づく開示義務に該当する会社に関してのみ記載しています。 

以上 

 

 

（参考）当期連結業績予想及び前期連結実績 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属 

する当期純利益 

１株当たり

当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円  円 銭 

平成30年３月期（予想） 47,000 300 200  100 3.07 

平成29年３月期 53,064 904 863 △2,446 △75.11 

 


