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会社分割による子会社設立及び子会社の商号変更に関するお知らせ 
 
当社は、平成 25 年 9 月 17 日開催の取締役会において、平成 25 年 10 月 2 日付で、当社及び株式会社 

リソー教育企画におけるマンツーマン英語スクール＜インターＴＯＭＡＳ＞の部門を共同分割し、 
株式会社インターＴＯＭＡＳを新設すること、当社の人格情操合宿教育事業部門を分社化し、株式会社 
プラスワン教育を新設することを決定しました。 
また、平成25年10月2日付で、当社の100％子会社2社において、株式会社日本エデュネットの商号を 

株式会社スクールＴＯＭＡＳに、株式会社リソー教育企画の商号を株式会社ＴＯＭＡＳ企画に変更する 
ことを決定しましたので、お知らせいたします。 
 なお、本会社分割は、当社及び当社の100％子会社と共同で行う簡易会社分割、及び当社の単独新設分割
に該当するため、開示事項・内容を一部省略しております。 
 

記 

１.会社分割 

（１）会社分割の目的 

  今回の分社化は、グループ価値の極大化、ブランド価値の増大を図り、各種事業の選択と集中を行う 
ことで子会社を機動的に構成し、各分野におけるナンバーワン企業の擁立を目指すとともに、グループ 
全体でより大規模な企業集団への成長発展を図ることを目的としております。 

 

（２）会社分割の要旨 

  ①会社分割の日程 

    新設分割計画承認取締役会  平成25年9月17日 
    分割期日（効力発生日）   平成25年10月2日（予定） 
    （注）本会社分割は、簡易分割（会社法第805条）に該当するため、当社の株主総会の決議を 

経ずに行われます。 
 

  ②会社分割の方式 

   ＜株式会社インターＴＯＭＡＳ＞ 
    当社及び株式会社リソー教育企画を分割会社とし、株式会社インターＴＯＭＡＳを新設分割設立 
   会社とする新設分割（共同会社分割）です。 
   ＜株式会社プラスワン教育＞ 
    当社を分割会社とし、株式会社プラスワン教育を新設分割設立会社とする新設分割です。 
 
  ③会社分割に係る割当の内容 

    株式会社インターＴＯＭＡＳ及び株式会社プラスワン教育は、本会社分割に際してそれぞれ普通 
株式200株を発行し、その全てを当社に割り当てます。 

 
  ④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会社分割により増減する資本金 

    本会社分割による資本金の減少はありません。 
 
  ⑥新設会社が承継する権利義務 

    新設会社は、新設分割計画書に定められた事業に関して有する資産、負債、契約上の地位等の 
   権利義務を承継いたします。 
   

⑦債務履行の見込み 

    本会社分割により、分割会社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題は 
   ないものと判断しております。 
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（３）分割の当事会社の概要 
 

 
株式会社リソー教育（分割会社） 

平成25年9月17日現在 

株式会社リソー教育企画（分割会社）

平成25年9月17日現在 

①商号 株式会社リソー教育 株式会社リソー教育企画 

②本店所在地 東京都豊島区目白三丁目1番40号 東京都豊島区目白三丁目4番14号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 伊東 誠 代表取締役会長兼社長 岩佐 実次 

④主な事業内容 学習塾事業 生徒募集勧誘事業 

⑤資本金 2,390百万円 10百万円 

⑥設立年月日 昭和60年7月6日 平成14年12月24日 

⑦発行済株式数 47,262,250株 200株 

⑧決算期 2月末日 2月末日 
 
⑨大株主及び持株比率 

(平成25年2月末日現在)

岩佐 実次                  32.92％

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱(信託口) 4.08％

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱(信託口)    3.14％

㈱三菱東京UFJ銀行         2.65％

日本生命保険相互会社     2.24％

※自己株式を除く 

株式会社リソー教育         100％

 

 

株式会社インターＴＯＭＡＳ 

（新設分割設立会社） 

平成25年10月2日見込 

株式会社プラスワン教育 

（新設分割設立会社） 

平成25年10月2日見込 

①商号 株式会社インターＴＯＭＡＳ 株式会社プラスワン教育 

②本店所在地 東京都豊島区目白三丁目4番14号 東京都新宿区高田馬場四丁目9番12号

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐々木 一好 代表取締役社長 伊東 誠 

④主な事業内容 英語スクール事業 人格情操合宿教育事業 

⑤資本金 10百万円 10百万円 

⑥設立年月日 平成25年10月2日 平成25年10月2日 

⑦発行済株式数 200株 200株 

⑧決算期 2月末日 2月末日 

⑨大株主及び持株比率 株式会社リソー教育         100％ 株式会社リソー教育         100％

 

（４）分割会社の経営成績及び財政状態（平成25年2月期） 
 

 
株式会社リソー教育 

（連結） 
株式会社リソー教育企画

（単体） 

純資産 5,651百万円 △1,082百万円 

総資産 13,146百万円 64百万円 

1株当たり純資産 1,473.79円 △5百万円 

売上高 21,788百万円 324百万円 

営業利益 2,766百万円 △165百万円 

経常利益 2,735百万円 △184百万円 

当期純利益 1,527百万円 △185百万円 

1株当たり当期純利益 424.04円 △928,783.74円 

 

（５）分割する事業部門の概要 

  ①分割する部門の事業内容 

 ＜株式会社インターＴＯＭＡＳ＞ 

    マンツーマン英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」、未就学児対象のインターナショナルスクール 
「 Ｗｏｒｌｄ Ｂｒｉｄｅ ＴＯＭＡＳ」の運営に関する事業  

   ＜株式会社プラスワン教育＞ 

    高い学力プラスワンの情操分野を育む体験学習サービスの提供に関する事業 

 
 



  ②分割する部門の経営成績（平成25年2月期・売上高） 

 分割する事業（ａ） 当社実績（連結）（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 

英語スクール事業 265百万円 21,788百万円 1.2％

人格情操合宿教育事業 634百万円 21,788百万円 2.9％
 

  ③分割する資産・負債の項目及び金額（予定） 

＜株式会社インターＴＯＭＡＳ＞ 

（ａ）株式会社リソー教育 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 35百万円 流動負債 63百万円

固定資産 65百万円 固定負債 12百万円

（ｂ）株式会社リソー教育企画 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 1百万円 流動負債 10百万円

固定資産 － 固定負債 5百万円
 

＜株式会社プラスワン教育＞ 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 142百万円 流動負債 114百万円

固定資産 17百万円 固定負債 35百万円

 

（６）会社分割後の状況 

  本会社分割による当社の商号、主な事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期に変更は 

ありません。 

 

（７）今後の見通し 

  新設分割設立会社は当社の100％子会社となるため、連結業績に与える影響はありません。 

 

２.子会社の商号変更 

（１）新商号及び当該子会社の概要 
  
①商号 株式会社スクールＴＯＭＡＳ 

※現商号 株式会社日本エデュネット 

株式会社ＴＯＭＡＳ企画 

※現商号 株式会社リソー教育企画 
 
②本店所在地 

 
東京都豊島区目白三丁目4番14号 東京都豊島区南池袋一丁目16番22号 

 
※現所在地 

東京都豊島区目白三丁目4番14号 
 
③代表者の役職・氏名 

 
代表取締役会長 岩佐 実次 
代表取締役社長 菊池 旬悦 
 
※現代表者 

代表取締役会長兼社長  岩佐 実次 

代表取締役会長 岩佐 実次 
代表取締役社長 上田 真也 
 
※現代表者 

代表取締役会長兼社長 岩佐 実次 

④主な事業内容 インターネットテレビ電話教育事業 生徒募集勧誘事業 

⑤資本金 397百万円 10百万円 

 

（２）変更の理由 

  分社化による組織再編とあわせて、グループ価値の極大化、ブランド価値の増大を図り、各種事業の

選択と集中を行うことで子会社を機動的に構成し、各分野におけるナンバーワン企業の擁立を目指すと

ともに、グループ全体でより大規模な企業集団への成長発展を図ることを目的としております。 

 

（３）変更日  平成25年10月2日 

 
以 上


