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会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年８月 22 日開催の取締役会において、平成 25 年 10 月１日をもって、下記のとおり

当社の北東北地区、南東北地区、上信越地区及び首都圏地区における警備事業を、会社分割により株式

会社トスネット北東北、株式会社トスネット南東北、株式会社トスネット上信越及び株式会社トスネッ

ト首都圏に承継させることを決議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、当社の 100％子会社への事業承継を行う簡易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．会社分割の目的 

  東日本大震災以来、東北地方とりわけ岩手、宮城そして福島の各県では、震災復旧から震災復興へ

向けて本格的に動き出します。東北地方に本社を構えている当社といたしましては、震災復興へ的確

且つ迅速に対応すること、また各地区における人材の採用等について機動的に対処すべく、今般、機

構改革を実施することにいたしました。 

  当社の北東北地区、南東北地区、上信越地区及び首都圏地区における警備事業を、会社分割により

新たに設立する株式会社トスネット北東北、株式会社トスネット南東北、株式会社トスネット上信越

及び株式会社トスネット首都圏に承継させることで、さらに地域との密着化を進め、組織・人事の変

更と機構改革を実施することで社員の資質を高め、当社グループの企業価値の向上を図ってまいりま

す。 

 

２．会社分割の要旨 

(１) 会社分割の日程 

  分割契約承認取締役会     平成 25年８月 22日 

  分割契約締結日        平成 25年８月 22日 

  分割予定日（効力発生日）   平成 25年 10月１日 

 (注) 本会社分割は、当社においては会社法第 784 条に基づく簡易分割、株式会社トスネット北東北、

株式会社トスネット南東北、株式会社トスネット上信越及び株式会社トスネット首都圏においては

会社法第 796条に基づく略式分割の要件を満たすため、株主総会の承認を得ることなく行います。 

 

(２) 会社分割の方式 

  当社を分割会社とし、株式会社トスネット北東北、株式会社トスネット南東北、株式会社トスネッ

ト上信越及びトスネット首都圏を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 

  当社の 100％子会社への吸収分割であるため、本会社分割に際して、株式の割当てその他対価の交付

はありません。 
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(４) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

  該当事項はありません。 

 

(５) 会社分割により増減する資本金 

  本会社分割に伴う当社の資本金の額に変更はありません。 

 

 (６) 承継会社が承継する権利義務 

  株式会社トスネット北東北、株式会社トスネット南東北、株式会社トスネット上信越及び株式会社

トスネット首都圏は本会社分割により、当社が当該事業に関して有する資産、負債、雇用契約その他

の権利義務及び契約上の地位を承継します。 

 

 (７) 債務履行の見込み 

  本会社分割において、分割会社及び承継会社が負担すべき債務につきましては、履行の見込みに問

題はないものと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要 

(１) 商号 

株式会社トスネット 

（分割会社） 

（平成 25年３月 31日現在） 

(２) 本店所在地 仙台市宮城野区宮城野一丁目 10番１号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 氏家 仁 

(４) 事業内容 

(１) 交通誘導警備業務 

(２) 施設警備業務 

(３) 列車見張り警備業務 

(５) 資本金 524百万円 

(６) 設立年月日 昭和 52年３月 30日 

(７) 発行済株式数 4,232,600株 

(８) 決算期 ９月 30日 

(９) 大株主及び持分比率 

有限会社元気     28.7％ 

セコム株式会社    17.0％ 

佐藤 雅彦      12.9％ 

  

(10) 分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 24年９月期 

純資産 1,950百万円 

総資産 4,680百万円 

売上高 6,640百万円 

営業利益 193百万円 

経常利益 295百万円 

当期純利益 111百万円 

１株当たり当期純利益 26.33円 

１株当たり配当金 7.50円 

１株当たり純資産 461.15円 
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(１) 商号 

株式会社トスネット北東北 

（承継会社） 

（平成 25年 10月１日設立予定） 

株式会社トスネット南東北 

（承継会社） 

（平成 25年 10月１日設立予定） 

(２) 本店所在地 岩手県盛岡市上堂三丁目２－７ 福島県郡山市桑野二丁目 34－９ 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 箱石 義隆 代表取締役社長 氏家 仁 

(４) 事業内容 

(１) 交通誘導警備業務 

(２) 施設警備業務 

(３) 列車見張り警備業務 

(１) 交通誘導警備業務 

(２) 施設警備業務 

(３) 列車見張り警備業務 

(５) 資本金 10百万円 10百万円 

(６) 設立年月日 平成 25年 10月１日（予定） 平成 25年 10月１日（予定） 

(７) 発行済株式数 200株 200株 

(８) 純資産 53百万円 23百万円 

(９) 総資産 229百万円 99百万円 

(10) 決算期 ９月 30日 ９月 30日 

(11) 大株主及び持分比率 株式会社トスネット   100％ 株式会社トスネット   100％ 

 

(１) 商号 

株式会社トスネット上信越 

（承継会社） 

（平成 25年 10月１日設立予定） 

株式会社トスネット首都圏 

（承継会社） 

（平成 25年 10月１日設立予定） 

(２) 本店所在地 
新潟県新潟市中央区上所上 

三丁目１－27 
東京都江東区亀戸一丁目 32－８ 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 上村 剛 代表取締役社長 五十嵐 春樹 

(４) 事業内容 

(１) 交通誘導警備業務 

(２) 施設警備業務 

(３) 列車見張り警備業務 

(１) 交通誘導警備業務 

(２) 施設警備業務 

(３) 列車見張り警備業務 

(５) 資本金 10百万円 10百万円 

(６) 設立年月日 平成 25年 10月１日（予定） 平成 25年 10月１日（予定） 

(７) 発行済株式数 200株 200株 

(８) 純資産 44百万円 41百万円 

(９) 総資産 144百万円 162百万円 

(10) 決算期 ９月 30日 ９月 30日 

(11) 大株主及び持分比率 株式会社トスネット   100％ 株式会社トスネット   100％ 

 

４．分割する事業の概要 

(１) 分割する事業の内容 

   警備業務に関する事業 

 

(２) 分割する事業の経営成績（平成 24年９月期） 

   売上高 4,652百万円    経常利益 101百万円 

 

(３) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 25年７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 605百万円 流動負債 369百万円 

固定資産 29百万円 固定負債 102百万円 

合 計 634百万円 合 計 472百万円 

 

５．会社分割後の状況 

 本会社分割による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更

はありません。 

 

６．今後の見通し 

本会社分割が当社の業績に与える影響は軽微であります。 

以 上 
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