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当社のゴルフ販売事業を子会社へ承継させる吸収分割について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年 1 月 1 日を期して当社の国内ゴルフ販売事業部門を吸収分
割により当社の 100％子会社であるマルマンエンタープライズ株式会社（以下、ＭＥという。
）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、本件につきましては、平成 19 年 10 月 19 日開催予定の臨時株主総会において本件にかかる分割契約が
承認されることを条件としております。
記
１．

吸収分割の目的

当社グループは、
「健康」をキーワードとして、ゴルフクラブ及び関連用品の企画・開発・製造・販売
を行うゴルフ用品関連事業、ならびにパイポその他各種健康食品の企画・開発・製造・販売を行う健康
食品関連事業を展開し、成長を遂げてまいりました。
吸収分割の対象となる当社のゴルフ用品販売事業は、国内の限られたマーケットにおいて既存のメー
カー各社の競争が激化し、新商品の発売サイクルの短縮、流通在庫の増加と売価の低下など、厳しい事
業環境に直面しております。
一方、承継会社のＭＥは、昨年 10 月にゴルフ場など国内のゴルフ販売における特販部門を当社から分
離し独立して設立した会社で、当社のゴルフ用品販売事業と同様厳しい経営環境下にありながら、独立
会社としての機動力を発揮し、これまで事業計画を順調に達成し、成長を遂げつつあります。
当社では、国内ゴルフ用品販売事業をＭＥに承継することで、販売部門を独立し、厳しい市場環境に
迅速に対応する機動的な事業運営や、スリムで効率的な経営が可能となる体制へ再構築することといた
しました。
ＭＥは当社のゴルフ用品販売事業を承継することで、当社グループの日本国内におけるゴルフ販売事
業の全てを担当し、将来的に業界トップのゴルフ用品販売会社を目指します。
吸収分割の要旨
（１） 吸収分割の日程
株主総会基準日
分割契約承認取締役会
分割契約承認株主総会

平成 19 年 ８月 31 日
平成 19 年 ９月 21 日
平成 19 年 10 月 19 日（予定）

分割期日
分割登記

平成 20 年 １月 １日（予定）
平成 20 年 １月 ４日（予定）

（２） 分割方式
当社を分割会社とし、ＭＥを承継会社とする吸収分割です。
（３） 株式の割当
承継会社は分割に際し株式を発行せず割当は行いません。
（４） 当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） 会計処理の概要
企業結合会計上の分類において、本件分割は共通支配下の取引に該当いたします。
なお、本件分割によりのれんは発生いたしません。
（６） 承継会社が承継する権利義務
当社は、当社のゴルフクラブ及び関連用品の販売にかかる事業に属する資産・債務、雇用契約そ
の他の権利義務を承継会社に承継します。但し平成 19 年 9 月 21 日付分割契約書において別段の定
めのあるものを除きます。
なお、本件分割後も、当社は承継会社に承継される債務の全てについて、引き続き承継会社と連
帯して債務を負担します。
（７） 債務履行の見込
本件分割において、分割会社に残存する資産額と承継会社に承継する資産額はともに負債の額を
上回っており、収益状況についても負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予測されていない
ことから、債務履行の見込みは十分に確保されていると判断いたします。
２．

分割当事会社の概要
平成 19 年３月 31 日現在
項 目

分割会社

承継会社

（１） 商号

マルマン株式会社

マルマンエンタープライズ株式会社

（２） 事業内容

ゴルフクラブ及び関連用品の企画・開 ゴルフクラブ及び関連用品のゴルフ場
発・製造・販売
等への販売及び新規事業

（３） 設立年月日

昭和 53 年９月 20 日

平成 18 年 10 月１日

（４） 本店所在地

東京都中央区日本橋室町三丁目２‑15

東京都中央区日本橋室町三丁目２‑15

（５） 代表者

代表取締役 大隅 宏昭

代表取締役 星野 英男

（６） 資本金

1,046,500 千円

10,000 千円

（７） 発行済株式総数

10,625,000 株

200 株

（８） 純資産

2,771,617 千円

34,407 千円

（９） 総資産

5,390,517 千円

123,319 千円

（10） 決算期

９月 30 日

９月 30 日

149 名

13 名

（11） 従業員数

株式会社アルペン
株式会社二木ゴルフ
株式会社有賀園ゴルフ
ゼビオ株式会社

（12） 主要取引先

（13） 大株主及び
持株比率

株式会社アコーディアゴルフ
株式会社東急リゾートサービス
株式会社プリンスホテル

株式会社 T・ZONE ホールディングス
67.1％

マルマン株式会社 100％

株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京 UFJ 銀行

株式会社みずほ銀行

（14） 主要取引銀行

資本関係 承継会社は分割会社の 100％出資子会社です。
（15） 当事会社の関係

人的関係 承継会社は分割会社より役員を受け入れております。
取引関係 分割会社は承継会社へ役務提供、物品販売等を行っております。

（16）最近３決算期間の業績
マルマン株式会社（分割会社）

マルマンエンター
プライズ株式会社
（承継会社）
平成 19 年９月期
中間期
（平成18年10月〜
平成 19 年 3 月）

決算期

平成 16 年 9 月期

平成 17 年 9 月期

平成 18 年 9 月期

売上高

7,264,217 千円

8,954,155 千円

8,460,167 千円

214,939 千円

営業利益

1,039,456 千円

1,291,865 千円

724,123 千円

18,943 千円

経常利益

1,000,593 千円

1,262,742 千円

726,149 千円

18,399 千円

816,490 千円

709,550 千円

407,759 千円

9,903 千円

純資産

2,078,344 千円

3,277,358 千円

3,313,175 千円

34,407 千円

総資産
１株当たり配当金
１株当たり
当期純利益

4,017,035 千円
30 円

5,497,230 千円
35 円

5,187,747 千円
35 円

123,319 千円
−

201.60 円

69.39 円

38.37 円

49,516 円

１株当たり純資産

513.17 円

308.46 円

311.83 円

616,598.74 円

当期純利益

（注1） マルマン株式会社において、平成 18 年 3 月 1 日付で健康食品関連事業をマルマンバイオ株式会社
として分社化いたしました。従いまして、平成 18 年 9 月期までの過去 3 期の業績には、健康食品
関連事業の数値が含まれております。
（注2） マルマンエンタープライズ株式会社は平成 18 年 10 月設立のため、過去３期の業績は該当ありま
せん。このため平成 18 年 9 月期中間期（平成 18 年 10 月から平成 19 年３月）の業績を参考とし
て掲載しております。
３．

分割する事業部門の内容
（１） 吸収分割事業部門の内容
ゴルフクラブ及び関連用品の販売

（２） 当社の吸収分割対象事業の平成 18 年 9 月期における経営成績
吸収分割対象事業（A）
売

上

高

5,819,982 千円

平成 18 年 9 月期実績（B）

（A）/（B）×100

5,819,982 千円

100％

（注）上表の平成 18 年９月期実績は、平成 18 年 3 月及び同年 10 月に当社から分社化した事業の業績を除
いております。

（３） 吸収分割事業部門の資産・負債の項目及び金額（平成 19 年３月 31 日現在）
資 産
項

目

負 債
帳簿価格

項

目

帳簿価格

流動資産

1,997,580 千円

流動負債

112,766 千円

固定資産

6,520 千円

固定負債

0 千円

合

計

2,004,100 千円

合

計

112,766 千円

（注）吸収分割事業部門の資産・負債の項目及び金額は、平成 19 年３月 31 日現在の貸借対照表を基に算
出しているため、実際に分割する金額は、上記金額と異なります。

４． 分割後の状況
（１） 当社
① 商号
② その他

マルマン株式会社
事業内容、本店所在地、代表者、資本金、総資産及び決算期に変更はございませ
ん。

（２） 吸収分割承継会社
① 商号
マルマンエンタープライズ株式会社
② 事業内容
ゴルフクラブ、及びゴルフ関連用品の企画、販売、及び新規事業
③ 本店所在地 東京都中央区日本橋室町三丁目２―１５
（３） 吸収分割承継会社は当社の 100％子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は
ありません。
以 上

