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ユニフォーム事業の会社分割に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2010年 4月 1日を効力発生日として、ユニフォーム

事業を会社分割し、当社の100%子会社である双日ジーエムシー株式会社（以下「双日GMC」）へ

承継すること（以下「本分割」）を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本分割は連結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います。 

 

記 

 

１. 会社分割の目的 

当社は、グループ全体の事業最適化を図っておりますが、生活産業部門物資・繊維本部で

展開する日本国内市場向けのユニフォーム衣料・関連製品等を扱うユニフォーム事業につい

て、より一層の業容拡大と効率化を推進する為、当社の100%子会社である双日GMCを主体と

して、事業拡大を推進する方針であります。この方針に基づき、本分割を本年4月 1日付け

で実施し、当該事業を双日GMCに承継するものです。 

 

２. 会社分割の要旨 

（1）分割の日程 

分割契約書承認取締役会  2010年 1月 29日 

分割契約書締結   2010年 2月 8日（予定） 

分割期日 （効力発生日）  2010年 4月 1日（予定） 

当社は、会社法第784条 3項の規定により、会社法第783条 1項に基づく分割契約承認の

ための株主総会を経ることなく本分割を行います。（簡易吸収分割） 

 

（2）分割方式 

当社を分割会社とし、双日GMCを承継会社とする分社型吸収分割 

 

（3）株式の割当 

  株式の割当はありません。 

 

（4）分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い 

当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。 

 

（5）分割により減少する資本金等 

本分割により当社の資本金・準備金は減少いたしません。 
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（6）承継会社が承継する権利義務 

当社のユニフォーム事業に関する資産、負債およびこれに付随する権利義務を承継いたし

ます。ただし、売掛金等の営業資産および承継事業に従事する従業員の労働契約は承継し

ません。 

 

（7）債務履行の見込み 

  効力発生日以降における当社および承継会社が負担すべき債務については、履行の見込み 

  に問題がないと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要（2009年 3月 31日現在） 

 分割会社 承継会社 

（1） 名称 双日株式会社 双日ジーエムシー株式会社 

（2） 所在地 東京都港区赤坂六丁目1番20号 東京都港区赤坂三丁目 3 番 5 号 
国際山王ビル 3 階 

（3） 代表者 
〔2009年 6月 26日現在〕

代表取締役社長 

加瀬 豊 

代表取締役社長 

筒井 和彦 

（4） 事業内容 総合商社 消費関連製品の専門商社 

（5） 資本金 160,339百万円 450百万円 

（6） 設立年月日 2003年 4月 1日 1967年 10月 2日 

（7） 発行済株式数 
〔2009年10月30日現在〕

普通株式   1,251,499,501株 
 

普通株式        900,000株 

（8） 決算期 3月 31日 3月 31日 

（9） 従業員数 17,524名 （連結） 50名 

（10）主要取引先 総合商社として、物品の売買および

貿易業を中心に、国内および海外に

取引先を多数持つ 

― 

（11）主要取引銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほコーポレート銀行 

農林中央金庫 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

株式会社りそな銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社横浜銀行 

（12）大株主及び 

持株比率 
〔普通株式（優先

株式を除く）〕 

 

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社                     12.21%

 

日本マスタートラスト信託銀行株式 

会社            2.85%

 

資産管理サービス信託銀行株式会社 

  1.85%

 

シービーロンドンリーガルアンドジ

ェネラルアシュアランスペンション

ズマネージメントリミテッド  1.17%

 

インベスターズバンクウェストペン

ションファンドクライアンツ  1.05%

双日株式会社     100% 

資本関係 分割会社は承継会社の株式を100%保有しております。 

人的関係 

 

分割会社から承継会社へ役員および監査役を派遣して

います。 

（13）当事会社間の 

関係 

取引関係 一部の役務関係はございますが、売買等の取引関係はご

ざいません。 
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（14）最近3年間の経営成績及び財政状態 

双日株式会社（連結） 双日ジーエムシー株式会社（単体） 

決算期 2007年 

3月期 

2008年

3月期

2009年

3月期

2007年

3月期

2008年 

3月期 

2009年

3月期

純 資 産 531,635 520,327 355,503 900 853 955

総 資 産 2,619,507 2,669,352 2,312,958 3,560 3,152 2,856

1 株当たり純資産 144.22円 383.46円 256.17円 1,000円 948円 1,062円

売 上 高 5,218,153 5,771,028 5,166,182 14,488 14,179 13,577

経 常 利 益 89,535 101,480 33,636 61 111 253

当 期 純 利 益 58,766 62,693 19,001 42 18 138

1 株当たり当期純利益 83.20円 51.98円 15.39円 47円 20円 153円

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 

４．分割する事業の概要 

（1）分割するユニフォーム事業の主な取扱製品 

業務用衣料・雑貨製品等 

 

（2）分割するユニフォーム事業の経営成績（2009年 3月期） 

 分割する事業（A） 当社単体（B） 比率（A/B） 

売上高 2,733百万円 3,217,313百万円 0.08％ 

 

（3）分割する事業の資産、負債の項目及び金額（2009年 3月 31日現在） 

資産項目 帳簿価額 負債項目 帳簿価額 

流動資産 1,261百万円 流動負債 548百万円

固定資産 60百万円 固定負債 0百万円

資産計 1,321百万円 負債計 548百万円

 

５．分割後の当社の状況 

（1）名称・所在地・代表者・事業内容・資本金・決算期 

  いずれも分割による変更はありません。 

 

（2）総資産および業績への影響 

本分割が連結総資産に与える影響はありません。また当社の総資産に与える影響は軽微で

あります。 

 

６．会計処理の概要 

承継会社は、当社の 100％出資の子会社であり、共通支配下の取引となるため、承継され

る資産および負債は、承継会社においても、当社における当該資産および負債の適正な帳簿

価額にて計上されます。 

 

７．今後の見通し 

本分割が、当社の連結業績予想に与える影響はありません。また、単体業績に与える影響

は軽微であります。 

 

 

以上 


