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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、本日（平成 26年８月 21日）開催の取締役会において、平成 26年 10月１日をもって当社が京都府

船井郡京丹波町において行っている、「グランベール京都ゴルフ倶楽部」のゴルフ場事業（以下「本事業」と

いう）を会社分割（吸収分割）（以下「本会社分割」という）により当社連結子会社であるＪＲ西日本ゴルフ

株式会社（以下「ＪＲＷゴルフ」という）へ承継すること及びこれに関する分割契約書を締結することを決議

いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、本会社分割は、連結子会社を対象とする簡易吸収分割であるため、開示事項を一部省略して開示して

おります。 

 

１．本会社分割の目的 

   本事業については、ゴルフ場業界において引き続き厳しい事業環境が見込まれていることから、ゴルフ

場経営をコア事業として営む事業主体に移管することが妥当と判断し、当社から会社分割しＪＲＷゴルフに

承継させることといたしました。 

併せて本会社分割と同時に、当社が保有するＪＲＷゴルフの全株式を株式会社アコーディア・ゴルフに

譲渡することとしております。 

 

２．会社分割の要旨 

 (1) 日程（予定） 

平成 26年８月 21日 ・吸収分割契約締結承認取締役会（当社及びＪＲＷ

ゴルフ） 

・吸収分割契約締結 

平成 26年９月８日 ・吸収分割契約承認株主総会（ＪＲＷゴルフ） 

平成 26年 10月１日 ・吸収分割期日（効力発生日） 

    （注）本会社分割は、当社においては会社法第 784条第３項に定める簡易吸収分割に該当するため、

株主総会の承認を経ずに行う予定であります。 

   

(2) 分割の方式 

当社を分割会社とし、ＪＲＷゴルフを承継会社とする吸収分割であります。 

     

 (3) 分割に係る割当ての内容 

ＪＲＷゴルフは、本会社分割に際し普通株式 1,870株を新たに発行し、当社に割当交付します。 

     

(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)  分割による増減する資本金 

    当社の減少すべき資本金はありません。 

    

(6)  承継会社が承継する権利義務 

    平成 26年 10月１日を分割期日とし、分割期日にＪＲＷゴルフは本事業に関する資産、その他権 

利義務を引き継ぎます。 

 

(7)  債務履行の見込み 

    本会社分割後、ＪＲＷゴルフが負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断し 

ております。 

   

３．分割に係る割当ての内容の算定について 

  本会社分割は分社型（物的）吸収分割であることから、割り当てられる株式の如何によらず、当社 の純 

資産に変動はありません。このため、当社及びＪＲＷゴルフにおいて協議のうえ、割り当てる株式の数を決 

定いたしました。 

 

４．当事会社の概要 

（平成 26年３月 31日時点） 

 分割会社 承継会社 

（１）名称 西日本旅客鉄道株式会社 ＪＲ西日本ゴルフ株式会社 

（２）所在地 大阪府大阪市北区芝田２丁目４

番 24号 

京都府船井郡京丹波町実勢上ノ谷

４番地１ 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 真鍋 精志 代表取締役社長 小谷 浩一 

（４）事業内容 鉄道事業、不動産販売・賃貸業 ゴルフ場の施設経営 

（５）資本金 100,000百万円 50百万円 

（６）設立年月日 昭和 62年４月 平成 16年４月 

（７）発行済株式数 193,735,000株 1,000株 

（８）決算期 ３月 ３月 

（９）大株主及び持株比率 

 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 3.92％ 

株式会社みずほ銀行 3.33％ 

株式会社三井住友銀行 3.30％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

3.25％ 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）2.87％  

西日本旅客鉄道株式会社 88.10％ 

 

（10）総資産 2,687,890（連結） 202 

（11）純資産 807,378（連結） 141 

（12）１株当たり純資産（円） 4,048（連結） 141,083 

（13）売上高(営業収益) 1,331,019（連結） 492 

（14）営業利益 134,593（連結） △26 

（15）経常利益 112,961（連結） △21 

（16）当期純利益 65,640（連結） △18 

（17）１株当たり当期純利益（円） 338（連結） △18,898 

  （単位：百万円。特記しているものを除く） 



 

 

 

５．分割する事業部門の概要 

 (1) 分割又は承継する部門の事業内容 

   本会社分割により分割又は承継する事業は、当社が京都府船井郡京丹波町において行っているゴルフ事 

業であります。 

 (2) 分割する事業部門の営業成績 

    （平成 26年３月期、単位：百万円） 

 ゴルフ事業（a） 当社単体実績(b) 比率（a/b） 

売 上 高 51 873,651 0.0058 % 

 

 (3)分割する資産、負債の項目及び金額 

     （平成 26年 10月１日見込、単位：百万円） 

   資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 21 流動負債 ― 

固定資産 392 固定負債 21 

合  計 413 合  計 21 

 

６．本会社分割後の状況 

 (1) 吸収分割会社の状況 

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期 

    いずれも本会社分割による影響はありません。 

 (2) 吸収分割承継会社の状況 

 吸収分割承継会社 

（１）名称 ＪＲ西日本ゴルフ株式会社（平成 26年 10月１日「株式会社グランベー

ル京都ゴルフ倶楽部」に商号変更予定） 

（２）所在地 京都府船井郡京丹波町実勢上ノ谷４番地１ 

（３）代表者の役職・氏名 未定 

（４）事業内容 ゴルフ場の施設経営 

（５）資本金 203百万円 

（６）決算期 ３月 

 

 

７．今後の見通し 

  本会社分割による連結業績及び個別業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（参考） 

株式会社アコーディア・ゴルフに対する株式譲渡（以下「本株式譲渡」という）について 

 

１．異動する子会社の概要 

  上記４．「当事会社の概要」のとおりであります。 

 

２．株式譲渡先の概要 

（１） 名称 株式会社アコーディア・ゴルフ 

（２） 所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目 15番１号 渋谷クロスタワー 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 鎌田 隆介 

（４） 事業内容 ゴルフ場の運営・管理 

（５） 資本金 10,940百万円 

（６） 設立年月日 昭和 56年９月 

（７） 大株主及び持株比率 株式会社 C＆I Holdings 9.2% 他 

（８） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

 

資 本 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係

はありません。また、当社の関係者および関係会

社と当該会社の関係者および関係会社の間には、

特筆すべき資本関係はありません。 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係

はありません。また、当社の関係者および関係会

社と当該会社の関係者および関係会社の間には、

特筆すべき人的関係はありません。 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係

はありません。また、当社の関係者および関係会

社と当該会社の関係者および関係会社の間には、

特筆すべき取引関係はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 26年３月期 平成 25年３月期 平成 24年３月期 

 純資産 92,202百万円 93,097百万円 88,303百万円 

 総資産 262,961百万円 265,043百万円 253,494百万円 

 売上高 91,983百万円 90,920百万円 86,798百万円 

 営業利益 12,246百万円 13,303百万円 12,601百万円 

 

３. 本株式譲渡前後の所有株式数の状況 

 (1)  譲渡前の所有株式数  2,751株 （ＪＲＷゴルフから当社へ割当後の株式数） 

 (2)  譲渡株式数      2,751株 

 (3)  譲渡後の所有株式数    ０株 

 

４．本株式譲渡の日程 

  平成 26年８月 21日  株式譲渡契約締結 

  平成 26年 10月１日  株式譲渡 

 

５．業績に与える影響 

  本株式譲渡による連結業績及び個別業績に与える影響は軽微であります。 

 

 以 上 


