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2022年４月22日 

各   位 

会 社 名 株 式 会 社 丸 和 運 輸 機 関 

代表者名 代表取締役社長     和 佐 見   勝 

（ コード番号：9090 東証プライム市場 ） 

問合せ先 取締役常務執行役員総務統括本部長 

            河 田  和 美 

     （ ＴＥＬ 048-991-1000 ） 

純粋持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立及び 

吸収分割契約の締結に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、新たに当社100％子会社である丸和運輸機関分割準備株式会社

（以下、「分割準備会社」という）を設立し、2022年10月１日（予定）を効力発生日として、当社を分割

会社、分割準備会社を承継会社とする会社分割（吸収分割）（以下、「本件会社分割」という）を行い、純

粋持株会社体制に移行することについて決議しました。また、本日、分割準備会社との間で、本件会社分

割にかかる吸収分割契約を締結いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

なお、会社分割による純粋持株会社体制への移行につきましては、2022年６月27日開催予定の当社第49

回定時株主総会にて関連議案が承認されること及び必要に応じ関係官公庁の許認可が得られることを条

件として実施する予定です。 

本件会社分割は、当社の100％子会社へ事業を承継させる吸収分割であるため、開示事項・内容を一部

省略して開示しております。 

記 

１．純粋持株会社体制への移行目的 

当社グループは、「３ＰＬ＆プラットフォームカンパニー」をコンセプトに掲げ、「人材の確保及び育

成」「先端技術の研究・活用」「新たな市場開発」の推進と中核事業であるＥＣ・常温、食品、医薬・医

療の各物流事業に加え、災害時のライフライン確保に貢献するＢＣＰ物流事業の強化・拡大にも積極的

に取り組んでおります。 

しかしながら社会環境は激変しており、物流業界においてもＭ＆Ａや業務提携による業界再編など

今までにない変化が起こっております。そのため、当社グループもそのような環境変化に対応できる経

営体制づくりが急務であると考え、中長期的な視点でグループ戦略を立案する純粋持株会社と各事業

会社の責任と権限を明確にし、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を行う事業会社に分離し、持続的

な成長を可能にする純粋持株会社体制に移行することといたしました。その具体的な内容は次のとお

りです。 

（１）グループ経営戦略推進機能の強化 

純粋持株会社は、中長期的な視点に立って成長領域への展開、事業の強化に向けたグループ経

営戦略の立案・推進を強化します。 
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（２）権限と責任の明確化と意思決定の迅速化 

事業会社は、事業の遂行に専念し、より明確化された責任と権限において迅速な意思決定を行

い、競争力の強化、自律的な成長を図ります。 

（３）グループガバナンスの強化 

純粋持株会社はグループ統括とグループ戦略の立案・意思決定に注力し、コーポレート機能を

高めることでグループガバナンスのより一層の強化を図ります。 

２．本件会社分割の要旨 

（１）本件会社分割の日程 

2022年４月22日 分割準備会社設立承認取締役会 

2022年４月22日 分割準備会社の設立 

2022年４月22日 吸収分割契約承認取締役会 

2022年４月22日 吸収分割契約締結 

2022年６月27日（予定） 吸収分割契約承認定時株主総会 

2022年10月１日（予定） 吸収分割の効力発生日 

（２）本件会社分割の方式 

本件会社分割は、当社を吸収分割会社（以下、「分割会社」という）、分割準備会社を吸収分割承継

会社（以下、「承継会社」という）とし、当社が営む物流事業及びそれに付帯する一切の事業（以下、

「本件対象事業」という）を承継会社に承継させる吸収分割により行います。 

（３）本件会社分割に係る割当ての内容 

承継会社は、本件会社分割に際して普通株式6,400株を発行し、その総数を当社に対して割当て交

付します。  

（４）本件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 

当社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱いについて、本件会社分割による変更はありませ

ん。 

（５）本件会社分割により増減する資本金 

本件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 

承継会社は、効力発生日において、本件対象事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務

を吸収分割契約書に定める範囲において分割会社から承継します。なお、分割会社から承継会社に

対する債務の承継は、重畳的債務引受の方法によります。 

（７）債務履行の見込み 

本件会社分割において、分割会社が承継会社に承継する資産の額と負債の額とを比較しますと、

前者が後者を上回る見込みであり、本件会社分割後の承継会社の収益状況においても負担すべき債

務の履行に支障を及ぼす事態が予想されていないことから、承継会社の債務履行の見込みは十分に

確保されていると判断いたします。 
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３．本件会社分割の当事会社の概要 

（１）当事会社の概要 

 
分割会社 

2022年３月31日現在 

承継会社 

2022年４月22日設立時 

(１)名称 株式会社丸和運輸機関 丸和運輸機関分割準備株式会社 

(２)所在地 埼玉県吉川市旭７番地１ 埼玉県吉川市旭７番地１ 

(３)代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長  和佐見 勝 代表取締役社長  和佐見 勝 

(４)事業内容 物流事業（サードパーティ・ロジスティクス、

輸配送サービス） 

物流事業（サードパーティ・ロジスティクス、

輸配送サービス） 

(５)資本金 2,667,424,550円 30,000,000円 

(６)設立年月日 1973年８月３日 2022年４月22日 

(７)発行済株式数 128,848,320株 600株 

(８)決算期 ３月末日 ３月末日 

(９)大株主及び 

    持株比率 

株式会社ＷＡＳＡＭＩ      34.26％ 

和佐見 勝           25.13％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

（信託口）            4.07％ 

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 

                 4.00％ 

丸和運輸機関 社員持株会     2.06％ 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 

                 1.58％ 

トーヨーカネツ株式会社      1.45％ 

株式会社ダスキン         1.27％ 

株式会社埼玉りそな銀行      1.02％ 

日野自動車株式会社        0.86％ 

当社               100.00％ 

(10)当事会社の関係 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６名、監査役１名を派遣

しております。 

取引関係 承継会社は事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。 
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(11)直前事業年度の財政状態及び経営成績（2021年３月期） 

分割準備会社は、直前事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみを表記して

おります。 

 株式会社丸和運輸機関 

（分割会社）（連結） 

丸和運輸機関分割準備株式会社 

（承継会社）（単体） 

純資産 25,708百万円 30百万円 

総資産 73,191百万円 30百万円 

１株当たり純資産 204.54円 50,000円 

売上高 112,113百万円 ― 

営業利益 8,019百万円 ― 

経常利益 8,262百万円 ― 

親会社株主に帰属する当期純利益 5,536百万円 ― 

１株当たり当期純利益 43.60円 ― 

４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

当社が営む物流事業及びそれに付帯する一切の事業 

（２）分割する部分の経営成績（2021年３月期実績） 

 分割事業（a） 当社（分割前）（b） 比率（a/b） 

売上高 76,362百万円 76,362百万円 100.0％ 

売上総利益 7,857百万円 7,857百万円 100.0％ 

営業利益 4,601百万円 5,033百万円 91.4％ 

経常利益 5,996百万円 6,428百万円 93.3％ 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（2021年３月31日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産計 9,754百万円 流動負債計 10,264百万円 

固定資産計 4,508百万円 固定負債計 949百万円 

合計 14,262百万円 合計 11,214百万円 
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５．本件会社分割後の状況（2022年10月１日現在（予定））   

 分割会社 承継会社 

(１)商号 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社 

（2022年10月１日をもって「株式会社丸和運

輸機関」より商号変更予定） 

株式会社丸和運輸機関 

（2022年10月１日をもって「丸和運輸機関分

割準備株式会社」より商号変更予定） 

(２)所在地 埼玉県吉川市旭７番地１ 埼玉県吉川市旭７番地１ 

(３)代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長  和佐見 勝 代表取締役社長  和佐見 勝 

(４)主な事業内容 グループ会社の経営管理等 物流事業（サードパーティ・ロジスティクス、

輸配送サービス） 

(５)資本金 2,667,424,550円 350,000,000円 

(６)決算期 ３月末日 ３月末日 

（注）商号変更につきましては、2022年５月の取締役会決議を予定しております。 

６．今後の見通し 

承継会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 

本件会社分割後、当社は純粋持株会社となるため、当社の収入は子会社・関連会社等からの配当、

経営指導料、不動産賃貸料、貸付金利息等となり、費用は純粋持株会社としての機能にかかわるも

の、コーポレート機能にかかるもの、借入金利息等が中心となります。 

 

以 上 


