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平成23年11月29日 

各  位 

会 社 名 栄光ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 近藤 好紀  

（コード番号 ６０５３ 東証第２部）  

問合せ先 常務取締役 神谷 賢治 

電話番号 ０３（５２７５）９７８９ 

 

栄光グループ事業再編に伴う会社分割（簡易分割・略式分割）による 

当社子会社からの一部事業の承継に関するお知らせ 

 

当社及び当社の完全子会社である株式会社栄光（以下、「栄光」といいます。）並びに株式会社栄光リアルエステ

ート（以下、「リアルエステート」といいます。）は、平成23年11月29日開催の取締役会において、平成24年１月１

日を効力発生日とする会社分割により栄光の管理部門及び関係会社管理部門に関する事業の一部を、平成24年４月

１日を効力発生日とする会社分割によりリアルエステートの資産管理部門に関する事業の一部をそれぞれ当社が

承継することによる当社グループ事業の再編を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本会社分割は、いずれも完全子会社を対象とする簡易吸収分割となるため、開示事項、内容を一部省略し

ております。 

 

記 

 

Ⅰ．本会社分割の目的 

当社グループは、平成23年５月16日付「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」にて公表のと

おり、当社グループの企業価値の更なる向上を図るため、より機動的な意思決定を行うとともに、グループ経

営資源の適切な配分やグループのガバナンスの強化等が必要との判断の下、持株会社体制へ移行することとい

たしました。 

その第１ステップとして、当社を株式移転設立完全親会社、栄光を株式移転完全子会社とする株式移転によ

り、平成23年10月３日付で当社を設立いたしました。 

今般、持株会社体制への第２ステップとして、栄光との間で栄光の管理部門及び関係会社管理部門に関する

事業の一部を当社に承継させる吸収分割を、リアルエステートとの間でリアルエステートの資産管理部門に関

する事業の一部を当社に承継させる吸収分割をそれぞれ行います（本会社分割完了後の当社グループの体制に

つきましては平成23年10月３日付「「栄光ホールディングス株式会社」設立に関するお知らせ」における「５．

今後のグループ組織再編の予定」をご参照下さい。）。 

これらにより、今後当社は、経営課題への迅速な対応を行うためにグループの経営管理、コンプライアンス

体制の強化を行い、グループ経営力の向上に努めるとともに、グループ各社は業務執行機能に集中し、経営に

おける迅速な意思決定を行うことで、市場変化への機動的な対応をいたします。また、グループ各社の事業特

性、市場環境に応じた経営組織と人事制度の導入による人材育成体制の整備をより一層進めてまいります。 



- 2 - 
 

Ⅱ．当社と栄光との会社分割の概要 

１．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

取締役会決議日     平成23年11月29日（火） 

契約締結日       平成23年11月29日（火） 

効力発生日       平成24年１月１日（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３項に規定する簡易分割に該当

し、また、分割会社である栄光においては会社法第784条第１項に規定する略式分割に該当する

ため、両社は、株主総会の承認を受けることなく本会社分割を行います。 

（２）会社分割の方式 

当社の完全子会社である栄光を吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

（３）会社分割に係る割当ての内容 

本会社分割において、栄光に割り当てられる当社の株式その他の金銭等はありません。 

（４）会社分割により増加する資本金 

分割により増加する資本金の額はありません。 

（５）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 

栄光は、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。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

栄光の管理部門及び関係会社管理部門が営む事業に関して有する権利義務の一部を承継いたします。 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日後に弁済期が到来する当社及び栄光の債務について、債務の履行の見込みに

問題はないものと判断しております。 

 

２．分割当事会社の概要（平成23年10月３日現在） 

（１）名称 株式会社栄光 

（分割会社） 

栄光ホールディングス株式会社 

（承継会社） 

（２）事業内容 教育事業（集団指導型・個別指導型

の学習塾経営等） 

グループ各社の経営管理及びそれ

に附帯又は関連する業務 

（３）設立年月日 昭和55年７月１日 平成23年10月３日 

（４）所在地 埼玉県さいたま市南区文蔵一丁目

２番９号 

東京都千代田区富士見二丁目11番

11号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 近藤 好紀  代表取締役社長 近藤 好紀 

（６）資本金 2,265,711千円 2,265,711千円

（７）発行済株式数 21,873,024株 21,873,024株

（８）決算期 ３月31日 ３月31日

（９）大株主及び持株比率 栄光ホールディングス㈱  100％ 

 

 

㈱増進会出版社     27.57％

㈲進学会ホールディングス22.38％

㈱進学会         7.07％

㈱栄光          6.22％

栄光従業員持株会     5.22％
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（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績  

 株式会社栄光 

（分割会社） 

栄光ホールディングス株式会社 

（承継会社） 

平成23年３月期 －（※） 

純資産 10,080,052千円 11,574,106千円

総資産 24,663,073千円 11,574,106千円

１株当たり純資産 494円61銭 529円14銭

売上高 29,972,773千円 －

営業利益 2,802,771千円 －

経常利益 2,661,568千円 －

当期純利益 1,032,220千円 －

１株当たり当期純利益 56円04銭 －

※当社は平成23年10月３日設立のため、直前事業年度はありません。純資産、総資産及び１株当たり純資産に

ついては、当社設立時のものをそれぞれ記載しております。 

 

３．承継する事業部門の概要 

（１）承継する部門の事業内容 

栄光の管理部門及び関係会社管理部門に関する事業の一部となります。 

（２）承継する部門の経営成績 

当該部門による売上高はありません。 

（３）承継する資産、負債の項目及び金額  

                           （単位：千円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 607,853 流動負債 －

固定資産 3,534,019 固定負債 4,141,873

合計 4,141,873 合計 4,141,873

※平成23年11月29日現在入手可能な情報に基づき試算しておりますので、実際に分割される金額は上記と変動

する可能性があります 

 

４．会社分割後の上場会社の状況 

当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。 
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Ⅲ．当社とリアルエステートとの会社分割の概要 

１．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

取締役会決議日     平成23年11月29日（火） 

契約締結日       平成23年11月29日（火） 

効力発生日       平成24年４月１日（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３項に規定する簡易分割に該当

し、また、分割会社であるリアルエステートにおいては会社法第784条第１項に規定する略式分

割に該当するため、両社は、株主総会の承認を受けることなく本会社分割を行います。 

（２）会社分割の方式 

当社の完全子会社であるリアルエステートを吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収

分割です。 

（３）会社分割に係る割当ての内容 

本会社分割において、リアルエステートに割り当てられる当社の株式その他の金銭等はありません。 

（４）会社分割により増加する資本金 

分割により増加する資本金の額はありません。 

（５）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 

リアルエステートは、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。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

リアルエステートの資産管理部門が営む事業に関して有する権利義務の一部を承継いたします。 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日後に弁済期が到来する当社及びリアルエステートの債務について、債務の履

行の見込みに問題はないものと判断いたします。 

 

２．分割当事会社の概要（平成23年10月３日現在） 

（１）名称 株式会社栄光リアルエステート 

（分割会社） 

栄光ホールディングス株式会社 

（承継会社） 

（２）事業内容 不動産の仲介及び売買 グループ各社の経営管理及びそれ

に附帯又は関連する業務 

（３）設立年月日 昭和60年２月19日 平成23年10月３日 

（４）所在地 東京都千代田区富士見二丁目11番

11号 

東京都千代田区富士見二丁目11番

11号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 近藤 好紀  代表取締役社長 近藤 好紀 

（６）資本金 10,000千円 2,265,711千円

（７）発行済株式数 200株 21,873,024株

（8）決算期 ３月31日 ３月31日

（9）大株主及び持株比率 ㈱栄光          100％

 

 

㈱増進会出版社     27.57％

㈲進学会ホールディングス22.38％

㈱進学会         7.07％

㈱栄光          6.22％

栄光従業員持株会     5.22％
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（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績  

 株式会社栄光リアルエステート 

（分割会社） 

栄光ホールディングス株式会社 

（承継会社） 

平成23年３月期 －（※） 

純資産 114,033千円 11,574,106千円

総資産 1,824,174千円 11,574,106千円

１株当たり純資産 570,168円67銭 529円14銭

売上高 270,373千円 －

営業利益 14,586千円 －

経常利益 13,142千円 －

当期純利益 9,447千円 －

１株当たり当期純利益 47,235円10銭 －

※当社は平成23年10月３日設立のため、直前事業年度はありません。純資産、総資産及び１株当たり純資産に

ついては、当社設立時のものをそれぞれ記載しております。 
 

３．承継する事業部門の概要 

（１）承継する部門の事業内容 

リアルエステートの資産管理部門に関する事業の一部となります。 

（２）承継する部門の経営成績 

（平成24年３月期第２四半期累計期間） 

売上高 4,965 千円

※内部取引に関わる売上は除いております。 

（３）承継する資産、負債の項目及び金額  

                           （単位：千円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 508 流動負債 9,727

固定資産 1,563,107 固定負債 1,553,887

合計 1,563,615 合計 1,563,615

※平成23年11月29日現在入手可能な情報に基づき試算しておりますので、実際に分割される金額は上記と変動

する可能性があります 
 

４．会社分割後の上場会社の状況 

当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。 
 

Ⅳ．今後の見通し 

本会社分割は、当社と完全子会社との吸収分割によるものであり、当社の連結業績に与える影響は軽微であ

ります。 
 

（参考）平成24年３月期連結業績予想（平成23年10月３日公表分） 

（単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期業績予想 

（平成24年3月期） 
41,000 3,600 3,430 1,200 

以上 


