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2020 年 10 月 23 日 

各 位 

会 社 名 株式会社 LIXIL グループ 

代表者名 代表執行役社長 瀬戸 欣哉 

（コード番号 5938 東証・名証各一部） 

問合せ先 IR 室 室長 平野 華世 

（TEL．03-6706-7001） 

 

 

完全子会社（株式会社LIXIL住生活ソリューション）との 

会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、100％連結子会社で住宅・サービス事業等の持株会社である株式会社 LIXIL 住生活ソリュ

ーション（以下、「LJSS 社」）の組織再編を行い、LJSS 社が営む住宅関連機器のオンライン販売事業

（LIXIL オンライン事業）について、2021 年 1 月 1 日を効力発生日(予定)とする会社分割(以下、「本

会社分割」)の方法により承継することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本会社分割は、連結子会社の事業部門を承継する簡易会社分割に該当することから、開示事

項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

１． 本会社分割の目的 

LIXIL グループでは、事業の簡素化に向けて組織の統合を進め、シナジー創出と業務の効率化を

継続的に推進しています。その一環として、この度、住宅・サービス事業等の持株会社である LJSS

社の事務・業務について、よりフラットでシンプルな組織を目指すとともに、当社グループ内の

事務・機能配置の最適化の観点から見直しを行い、住宅関連機器のオンライン販売事業を、既に

メンテナンス部品のオンライン事業を展開している当社に移管することを決定いたしました。 

 

２． 本会社分割の要旨 

(1) 本会社分割の日程 

吸収分割契約締結決議日 2020 年 10 月 23 日 

吸収分割契約締結日 2020 年 10 月 23 日 

本会社分割の効力発生日 2021 年 1 月 1 日(予定) 

(注) 本会社分割は、承継会社である当社においては会社法第 796 条第２項に規定する簡易吸

収分割に該当し、分割会社である LJSS 社においては、会社法第 784 条第１項に規定する

略式吸収分割に該当するため、両社とも吸収分割契約の承認に係る株式総会を開催する

ことなく実施いたします。 
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(2) 本会社分割の方式 

当社を承継会社とし、LJSS 社を分割会社とする吸収分割です。 

 

(3) 本会社分割に係る割当ての内容 

当社は LJSS 社の発行済み株式の全てを保有しているため、本会社分割に際して、株式その他

の金銭等の割当て及び交付は行いません。 

 

(4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行する新株予約権及び新株予約権付社債に変更はありません。 

 

(5) 本会社分割により増減する資本金 

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

(6) 承継会社が承継する権利義務 

当社は、本会社分割の効力発生日において、LJSS 社の LIXIL オンライン事業に属する資産、 

負債その他の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日以降に、承継会社である当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． 本会社分割の当事会社の概要 

当社は本会社分割に先立ち、2020 年 12 月 1 日に完全子会社の株式会社 LIXIL を吸収合併し、 

商号を株式会社 LIXIL に変更する予定です。 

 承継会社 分割会社 

(1) 商号 株式会社 LIXIL グループ 

(株式会社 LIXIL*1) 

株式会社 LIXIL 住生活 

ソリューション 

(2) 本店所在地 東京都江東区大島二丁目１番１号 東京都江東区大島二丁目１番１号 

(3) 代表者の 

役職・氏名 

代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸 欣哉 代表取締役社長 野瀬 洋 

(4) 事業内容 (現時点) 

① 国内外の住生活関連事業を営む

会社の株式または持分を取得、 

所有することによる当該会社の

事業活動の支配、管理 

② 国内外の都市環境関連事業を営

む会社の株式または持分を取

住宅関連機器のオンライン販売、 

小規模リフォーム、住宅業界向けを中

心とした教育ソリューション、IT ソリ

ューション、人材サービス、経理アウ

トソーシング等 
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得、所有することによる当該会

社の事業活動の支配、管理 

（2020 年 12 月１日以降） 

住宅およびビルの建材・設備機器の

製造・販売、その他住宅に付帯する

事業およびその関連サービス業 

(5) 資本金 68,418 百万円 450 百万円 

(6) 設立年月 1949 年９月 1989 年８月 

(7) 発行済株式

数 

普通株式  313,319,159 株 普通株式  9,160 株 

(8) 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(9) 大株主及び

持株比率 

（2020 年３月

31 日現在） 

(注)当社に係る

持株比率は、自

己株式 23,215

千株を除いて計

算しておりま

す。 

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信

託口） 

6.67％ 株式会社 LIXIL グルー

プ 

100％ 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社

（信託口） 

4.83％   

野村信託銀行株式会社 

（信託口） 

3.07％   

他    

(10) 直前事業

年度の財政状態

及び経営成績 

（2020 年３月

期） 

国際会計基準（連結）*2 日本基準（個別） 

資本合計（百万円） 535,137 純資産（百万円） 5,307 

資産合計（百万円） 2,091,529 総資産（百万円） 6,280 

１株当たり親会社所有

者帰属持分（円） 

1,730.99 １株当たり純資産

（円） 

579,382.78 

売上収益（百万円） 1,694,439 売上高（百万円） 5,941 

営業利益（百万円） 39,121 営業利益（百万円）   1,165 

 経常利益（百万円） 1,164 

親会社の所有者に帰属

する当期利益 

（百万円） 

12,518 当期純利益（百万円） 1,042 

基本的１株当たり当期

利益（円） 

43.15 １株当たり当期純利益 

（円） 

113,830.20 

*1 2020 年 12 月 1 日以降 

*2 当社の国際会計基準の売上収益及び営業利益の金額は、非継続事業へ分類したペルマスティ 

リーザ社（2020 年９月 30日に Atlas Holdings LLCに売却済み）を含んでおりません。 
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４． 承継する事業部門の概要 

(1) 承継する部門の事業内容 

住宅関連機器のオンライン販売事業（LIXIL オンライン事業） 

 

(2) 承継する部門の経営成績(2020 年３月期) 

売上高 3,669 百万円 

 

(3) 承継する資産、負債の項目及び帳簿価格 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 523 百万円 流動負債 492 百万円 

固定資産 3 百万円 固定負債 －百万円 

計 526 百万円 計 492 百万円 

（注）上記の金額は、2020年９月末の金額であり、実際に承継する資産・負債の金額は、効力

発生日までの増減を加減して確定します。 

 

５． 本会社分割後の状況 

本会社分割に伴う当社の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありませ

ん。 

 

６． 今後の見通し 

本会社分割による連結業績への影響は軽微であります。 

 

以 上 


