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  （訂正）「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び 
  定款一部変更（商号変更及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ」の一部訂正について 
 
 
当社は、本日公表いたしました「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及

び定款一部変更（商号変更及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ」について、一部訂正を要す

る箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 

記 
 
１．訂正理由 

本日「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款一部変更（商号変

更及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ」を公表後に、誤りがあることが判明したため、

訂正を行うものであります。 
 
２．訂正の内容 
３．本件分割の当事会社及び分割する事業部門の概要 
（訂正前） 

[当事会社の概要] 

 
分割会社 

平成 29 年 12 月 31 日現在 

承継会社 

平成 30 年１月５日設立時現在 

（1）名称 株式会社ダイナック 株式会社ダイナック分割準備会社 

（2）所在地 東京都新宿区新宿一丁目８番１号 東京都新宿区新宿一丁目８番１号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 若杉 和正 代表取締役社長 若杉 和正 

（4）事業内容 外食事業 外食事業（ただし、本件分割前は事業を行っ



 
分割会社 

平成 29 年 12 月 31 日現在 

承継会社 

平成 30 年１月５日設立時現在 

ておりません。） 

（5）資本金 1,741 百万円 10 百万円 

（6）設立年月日 昭和 33 年３月 11 日 平成 30 年１月５日 

（7）発行済株式数 7,033,000 株 200 株 

（8）決算期 12 月末日 12 月末日 

サントリーホールディングス

株式会社 

61.71％ 

ダイナック従業員持株会 2.44％ 

鴻池運輸株式会社 2.13％ 

日本生命保険相互会社 1.19％ 

株式会社三井住友銀行 0.85％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 0.85％ 

株式会社佐々木 0.57％ 

三井住友信託銀行株式会社 0.57％ 

関口 正明 0.29％ 

（9）大株主及び持株比率 

三井住友海上火災保険株式会社 0.28％ 

株式会社ダイナック 100％ 

資本関係 分割会社が承継会社の発行済株式の 100％を保有しております。 

人的関係 分割会社より承継会社に取締役を 1 名派遣しております。 
（10）当事会社間の関係等 

取引関係 
承継会社は営業を開始していないため、現時点では、分割会社との取引関係は

ありません。 

（11）直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成 29 年 12 月期） 

純資産 4,457 百万円（単体） 10 百万円（単体） 

総資産 14,026 百万円（単体） 10 百万円（単体） 

１株当たり純資産 633.76 円（単体） 50,000 円（単体） 

売上高 35,913 百万円（単体） -  

営業利益 737 百万円（単体） -  

経常利益 752 百万円（単体） -  

当期純利益 321 百万円（単体） -  

１株当たり当期純利益 45.68 円（単体） -  

 
[分割する事業部門の概要] 
（１） 分割する部門の事業内容 

当社が営む外食事業 
 

（２） 分割する部門の経営成績（平成 29 年 12 月期実績） 
 分割事業 

（ａ） 
当社実績（単体） 

（ｂ） 
比率 

（ａ÷ｂ） 
売上高 35,913 百万円 35,913 百万円 100％ 

 



（３） 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 29 年 12 月 31 日現在） 
資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 
流動資産 ●●●百万円 流動負債 ●●●百万円 
固定資産 ●●●百万円 固定負債 ●●●百万円 
合計 ●●●百万円 合計 ●●●百万円 
(注) 上記金額は平成 29 年 12 月 31 日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承

継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。 
 
（訂正後） 

[当事会社の概要] 

 
分割会社 

平成 29 年 12 月 31 日現在 

承継会社 

平成 30 年１月５日設立時現在 

（1）名称 株式会社ダイナック 株式会社ダイナック分割準備会社 

（2）所在地 東京都新宿区新宿一丁目８番１号 東京都新宿区新宿一丁目８番１号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 若杉 和正 代表取締役社長 若杉 和正 

（4）事業内容 
外食事業 外食事業（ただし、本件分割前は事業を行

っておりません。） 

（5）資本金 1,741 百万円 10 百万円 

（6）設立年月日 昭和 33 年３月 11 日 平成 30 年１月５日 

（7）発行済株式数 7,033,000 株 200 株 

（8）決算期 12 月末日 12 月末日 

サントリーホールディングス株

式会社 

61.71％ 

ダイナック従業員持株会 2.44％ 

鴻池運輸株式会社 2.13％ 

日本生命保険相互会社 1.19％ 

株式会社三井住友銀行 0.85％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 0.85％ 

株式会社佐々木 0.57％ 

三井住友信託銀行株式会社 0.57％ 

関口 正明 0.29％ 

（9）大株主及び持株比率 

三井住友海上火災保険株式会社 0.28％ 

株式会社ダイナック 100％ 

資本関係 分割会社が承継会社の発行済株式の 100％を保有しております。 

人的関係 分割会社より承継会社に取締役を 1 名派遣しております。 
（10）当事会社間の関係等 

取引関係 
承継会社は営業を開始していないため、現時点では、分割会社との取引関

係はありません。 

（11）直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成 29 年 12 月期） 

純資産 4,457 百万円（単体） 10 百万円（単体） 

総資産 14,056 百万円（単体） 10 百万円（単体） 



 
分割会社 

平成 29 年 12 月 31 日現在 

承継会社 

平成 30 年１月５日設立時現在 

１株当たり純資産 633.76 円（単体） 50,000 円（単体） 

売上高 35,913 百万円（単体） -  

営業利益 737 百万円（単体） -  

経常利益 752 百万円（単体） -  

当期純利益 321 百万円（単体） -  

１株当たり当期純利益 45.68 円（単体） -  

 
[分割する事業部門の概要] 
（１）分割する部門の事業内容 

当社が営む外食事業 
 

（２）分割する部門の経営成績（平成 29 年 12 月期実績） 
 分割事業 

（ａ） 
当社実績（単体） 

（ｂ） 
比率 

（ａ÷ｂ） 
売上高 35,913 百万円 35,913 百万円 100％ 

 
（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 29 年 12 月 31 日現在） 

資産 負債 
項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 
流動資産 3,605 百万円 流動負債 5,508 百万円 
固定資産 9,568 百万円 固定負債 760 百万円 
合計 13,174 百万円 合計 6,268 百万円 
(注) 上記金額は平成 29 年 12 月 31 日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承

継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。 
 
 

以上 
 


