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平成25年７月１日 

各 位  

                         会 社 名 株式会社東理ホールディングス 

                          （コード番号 5856 東証第2部） 

                         代表者名 代表取締役社長 福村 康廣 

                         問合せ先 常務取締役   忍田 登南 

                         （TEL．03－5524－7851 ） 

 

子会社に対する債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ)並びに  

子会社における資本金及び資本準備金の額の減少等に関するお知らせ  

  

 
当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社であります株式会社東京理化工業所

及び株式会社なごみ設計に対する債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）を行うこと、

並びに両社におきまして資本金及び資本準備金の額の減少を行うことを決議いたしました。また、

同じく当社の連結子会社であります株式会社ボン・サンテにおきまして資本金及び資本準備金の

額の減少を行うことを、株式会社創育におきまして、資本金の額の減少を行うことを決議いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記 

 
Ⅰ．株式会社東京理化工業所 
１．連結子会社の概要 

（１）商号 株式会社東京理化工業所 

（２）本店所在地 福島県白河市白坂陣場15番地 

（３）代表者 代表取締役社長 福村 康廣 

（４）資本金    100百万円 

（５）発行済株式総数 391,858,000株 

（６）株主構成 株式会社東理ホールディングス(100％) 

 

２．手続の概要 

（１）実施理由 

株式会社東京理化工業所の有する有利子負債の削減及び資本の充実による財務内容の改善

を図るため。 

（２）実施内容 

デット・エクイティ・スワップ方式による株式会社東京理化工業所における増資を行い、

同時に、株式会社東京理化工業所において、当該増資による増加額に相当する資本金及び

資本準備金の額の減少を行います。 

（３）連結子会社の増資の概要 

   ①払込金額の総額     1,138,683,899 円 
   ②増加する資本金の額   600 百万円(増加後の資本金の額 700 百万円) 
   ③発行新株式数      1,138,683,899 株 
   ④増加する資本準備金の額  538,683,899 円 
   ⑤日程 増資の効力発生日 平成 25 年８月６日（予定） 
   ⑥現物出資に供する債権  当社が貸付けた運転資金（元本残高 1,328,683,899 円）の一

部（1,138,683,899 円） 
（４）連結子会社の資本金の額の減少の概要 
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   ①減少する資本金の額  600 百万円 
   ②減少後の資本金の額  100 百万円 
   ③日程 債権者異議申述最終期日    平成 25 年８月５日（予定） 
       資本金の額の減少の効力発生日 平成 25 年８月６日（予定） 
（５）連結子会社の資本準備金の額の減少の概要 
   ①減少する資本準備金の額 538,683,899 円 
   ②減少後の資本準備金の額       0 円 
   ③日程 債権者異議申述最終期日      平成 25 年８月５日（予定） 
       資本準備金の額の減少の効力発生日 平成 25 年８月６日（予定） 
 
３．業績に与える影響 

本件に伴う、平成 26年３月期の個別業績予想への影響は本日開示しております「子会社に対

する債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）に伴なう特別損失の計上並びに平成 26
年３月期第２四半期及び通期業績予想値の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、

連結業績予想への影響はありません。 

 

Ⅱ．株式会社なごみ設計 
１．連結子会社の概要 

（１）商号 株式会社なごみ設計 

（２）本店所在地 神奈川県横浜市中区長者町五丁目56番２号 

（３）代表者 代表取締役社長 矢部 徹 

（４）資本金    100百万円 

（５）発行済株式総数 2,000株 

（６）株主構成 株式会社東理ホールディングス(100％) 

 

２．手続の概要 

（１）実施理由 

株式会社なごみ設計の有する有利子負債の削減及び資本の充実による財務内容の改善を図

るため。 

（２）実施内容 

現金払込及びデット・エクイティ・スワップ方式による株式会社なごみ設計における増資

を行い、同時に、株式会社なごみ設計において、当該増資による増加額を含めた額の資本

金及び資本準備金の額の減少を行います。 

（３）連結子会社の増資の概要 

   ①払込金額の総額     138,780 千円（内現金払込 55,800 千円） 
   ②増加する資本金の額   100,000 千円(増加後の資本金の額 200,000 千円) 
   ③発行新株式数      771 株 
   ④増加する資本準備金の額  38,780 千円 
   ⑤日程 増資の効力発生日 平成 25 年８月 16 日（予定） 
   ⑥現物出資に供する債権  当社が貸付けた運転資金（元本残高 93,682,505 円）の一部

（82,980 千円） 
（４）連結子会社の資本金の額の減少の概要 
   ①減少する資本金の額    180,000 千円 
   ②減少後の資本金の額     20,000 千円 
   ③日程 債権者異議申述最終期日    平成 25 年８月 15 日（予定） 
       資本金の額の減少の効力発生日 平成 25 年８月 16 日（予定） 
（５）連結子会社の資本準備金の額の減少の概要 
   ①減少する資本準備金の額  38,780 千円 
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   ②減少後の資本準備金の額         0 円 
   ③日程 債権者異議申述最終期日      平成 25 年８月 15 日（予定） 
       資本準備金の額の減少の効力発生日 平成 25 年８月 16 日（予定） 
 
３．業績に与える影響 

本件に伴う、平成 26 年３月期の連結及び個別業績予想への影響は軽微であります。 

 

Ⅲ．株式会社ボン・サンテ 
１．連結子会社の概要 

（１）商号 株式会社ボン・サンテ 

（２）本店所在地 東京都葛飾区亀有三丁目32番13号 

（３）代表者 代表取締役社長 福村 康廣 

（４）資本金    129,305千円 

（５）発行済株式総数  1,980株 

（６）株主構成 株式会社東理ホールディングス(100％) 

 

２．手続の概要 

（１）実施理由 

店舗数及び売上高の減少に伴い株式会社ボン・サンテの資本金を減少させるものでありま

す。 

（２）実施内容 

株式会社ボン・サンテにおいて、資本金及び資本準備金の額の減少を行います。 

（３）連結子会社の資本金の額の減少の概要 
   ①減少する資本金の額   29,305 千円 
   ②減少後の資本金の額  100,000 千円 
   ③日程 債権者異議申述最終期日    平成 25 年８月 15 日（予定） 
       資本金の額の減少の効力発生日 平成 25 年８月 16 日（予定） 
（４）連結子会社の資本準備金の額の減少の概要 
   ①減少する資本準備金の額 44,605 千円 
   ②減少後の資本準備金の額      0 円 
   ③日程 債権者異議申述最終期日      平成 25 年８月 15 日（予定） 
       資本準備金の額の減少の効力発生日 平成 25 年８月 16 日（予定） 
 
３．業績に与える影響 

本件に伴う、平成 26 年３月期の連結及び個別業績予想への影響は軽微であります。 

 

Ⅳ．株式会社創育 
１．連結子会社の概要 

（１）商号 株式会社創育 

（２）本店所在地 東京都港区南麻布三丁目19番23号オーク南麻布ビルディング 

（３）代表者 代表取締役社長 古長 博史 

（４）資本金     300百万円 

（５）発行済株式総数 3,000株 

（６）株主構成 株式会社東理ホールディングス(100％) 

 

２．手続の概要 

（１）実施理由 

株式会社創育の資本金を減少させ欠損填補に充てるため。 
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（２）実施内容 

株式会社創育において、資本金の額の減少を行います。 

（３）連結子会社の資本金の額の減少の概要 
   ①減少する資本金の額  200 百万円 
   ②減少後の資本金の額  100 百万円 
   ③日程 債権者異議申述最終期日    平成 25 年８月 15 日（予定） 
       資本金の額の減少の効力発生日 平成 25 年８月 16 日（予定） 
 
３．業績に与える影響 

本件に伴う、平成 26 年３月期の連結及び個別業績予想への影響は軽微であります。 

 

以 上 


