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当社連結子会社の会社分割（新設分割）及び商号変更に関するお知らせ
当社及び当社連結子会社であるトラストネットワーク株式会社（以下「現トラストネットワーク」）
は、平成 29 年１月 16 日開催の各取締役会において、現トラストネットワークの事業の一部を会社分
割（新設分割）し、それらの事業を新設会社に承継させる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。
なお、本件は当社の完全子会社を当事者とする新設分割であることから、開示事項及び内容を一部
省略して記載しております。
記

１．会社分割の目的
現トラストネットワークは、新築マンション分譲を中心に行う不動産事業、水素水の販売を
中心に行うウォーター事業、温浴施設の運営を中心に行うアミューズメント事業等、業種の異
なる各種事業を行ってまいりました。
このたび、それぞれの事業の拡大・成長のため、各事業部門が専門分野に特化し、組織の独
立性・透明性を高め、意思決定の迅速化を図ることを目的として不動産事業以外の各事業を新
設会社に分割することとなりました。
２．会社分割の要旨
（１）分割の日程
分割計画承認取締役会
株主総会決議
効力発生日（予定）
新会社設立登記日（予定）

平成 29 年１月 16 日
平成 29 年１月 31 日
平成 29 年２月１日
平成 29 年２月１日

（２）分割の方式
現トラストネットワークを分割会社とし、新設会社２社を承継会社とする分社型新設分割です。
（３）分割による株式の割当の内容
本件分割に際して、新設会社となる各社はそれぞれ 200 株を発行し、それらすべての株式を
分割会社である現トラストネットワークに割当交付します。
（４）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
該当事項はありません。

（５）分割により減少する資本金等
本件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、分割会社である現トラストネットワークが分割する事業に関する資産、債務、
雇用契約その他の権利義務を承継いたします。
（７）債務履行の見込み
本件分割の効力発生後において、分割会社である現トラストネットワーク及び新設会社が本
件分割後に負担すべき債務については、履行の見込に問題がないものと判断しております。
３．分割当事会社の概要
（１）分割会社の概要（平成 28 年 12 月 31 日現在）
商号

トラストネットワーク株式会社

所在地

福岡市博多区博多駅南五丁目 21 番８号

代表者

代表取締役社長 渡邉 靖司

事業内容

不動産事業、ウォーター事業、温浴事業、コスメティック事業等

資本金

50,000 千円

設立年月日

平成 16 年５月 18 日

決算期

６月 30 日

大株主及び持株比率

当社 100％

※分割会社は、平成 29 年２月１日にトラスト不動産開発株式会社に商号変更を行う予定です。
（２）新設会社の概要（平成 29 年２月１日予定）
商号

トラストネットワーク株式会社

株式会社和楽

所在地

福岡市博多区博多駅南五丁目 21
番８号

福岡市博多区博多駅南五丁目 21
番８号

代表者

代表取締役社長 渡邉 靖司

代表取締役社長 渡邉 靖司

事業内容

ウォーター事業、コスメティック
事業

温浴事業

資本金

10,000 千円

10,000 千円

設立年月日

平成 29 年２月１日

平成 29 年２月１日

決算期

6 月 30 日

6 月 30 日

大株主及び持株比率

トラスト不動産開発株式会社
100％

トラスト不動産開発株式会社
100％

※分割会社である現トラストネットワーク株式会社が商号変更を行い、同商号を新設会社が使用
する予定です。

（３）分割会社の直近３年間の経営成績及び財政状態
決算期

平成 26 年６月期

平成 27 年６月期

平成 28 年６月期

純資産

566,159 千円

231,992 千円

185,150 千円

総資産

4,084,103 千円

5,638,771 千円

6,364,405 千円

566 千円

231 千円

185 千円

6,103,268 千円

5,263,403 千円

6,792,789 千円

営業利益

700,587 千円

△192,778 千円

185,557 千円

経常利益

647,175 千円

△277,257 千円

85,015 千円

当期純利益

385,883 千円

△184,100 千円

35,562 千円

385 千円

△184 千円

35 千円

１株当たり純資産
売上高

１株当たり当期純利益

４．分割会社が分割する事業の概要①
（１）分割する部門の事業内容
ウォーター事業、コスメティック事業
（２）分割する部門の経営成績
売上高 2,210,979 千円（平成 28 年６月期）
（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 28 年６月 30 日現在）
資 産
項

目

負
帳簿価額

項

債

目

帳簿価額

流動資産

196,388 千円

流動負債

46,291 千円

固定資産

384,576 千円

固定負債

524,673 千円

資産合計

580,964 千円

負債合計

570,964 千円

（注）分割する資産及び負債については、上記金額に分割期日前日までの増減を加除した上で確
定いたします。
分割会社が分割する事業の概要②
（１）分割する部門の事業内容
温浴事業
（２）分割する部門の経営成績
売上高 729,420 千円（平成 28 年６月期）
（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 28 年６月 30 日現在）
資 産
項

目

負
帳簿価額

項

目

債
帳簿価額

流動資産

190,416 千円

流動負債

84,718 千円

固定資産

1,033,859 千円

固定負債

1,129,557 千円

資産合計

1,224,276 千円

負債合計

1,214,276 千円

（注）分割する資産及び負債については、上記金額に分割期日前日までの増減を加除した上で確
定いたします。

５．分割後の状況
分割会社である現トラストネットワークは、平成 29 年２月１日にトラスト不動産開発株式会社
に商号変更を行い、不動産事業を中心に行ってまいります。
６．今後の見通し
平成 29 年２月１日時点では、新設会社２社は、現トラストネットワークの 100％子会社とな
る予定ですが、早い段階で、当社 100％子会社とする予定としております。
本件分割当事会社は、いずれも当社の連結対象子会社であり、本件会社分割が連結業績に与
える影響は軽微であります。
以

上

