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会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び
定款の変更（商号及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ

当社は、平成２５年１２月３日付で、平成２６年７月１日を目処に会社分割の方式により持株会社体制へ移行
する旨を公表しております。
当社は、本日開催の取締役会において、吸収分割契約の締結を承認す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（係る吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件分割」といいます。
）
。また、平成２５
年１２月３日付「会社分割による持株会社体制への移行及び分割準備会社設立に関するお知らせ」において未定
であったもので、今回確定した項目につきましても、併せてお知らせいたします。
本件分割後の当社は、平成２６年７月１日付（予定）で商号を「株式会社ワールドホールディングス」に変更
するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予定です。なお、本件分割及び定
款変更（商号及び事業目的の一部変更）につきましては、平成２６年３月開催予定の定時株主総会による所定の
決議及び関係官庁の許認可等が得られることを条件としております。
なお、本件分割は、当社の 100%子会社への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
Ⅰ．会社分割による持株会社体制への移行
１． 持株会社体制への移行の背景と目的
昨今のわが国の経済情勢は、政府の経済政策による公共投資の増加や円安・株高進行などを受け、緩やか
な景気回復基調となっているものの、輸出には弱さがみられることや海外景気の悪化が国内景気を下押しす
るリスクがあるなど、今後も景気が好調さを維持するかどうかの先行きについては懸念材料も残っておりま
す。
このような状況下において、当社グループは人材・教育ビジネス、情報通信ビジネス、不動産ビジネスの
３つのコアビジネスを中心に更なる拡大と飛躍を目指しております。この実現に向けては、グループ各事業
会社・事業部門における権限および責任体制の明確化を図るとともに、より一層の経営の効率化・スピード
化を図り、市場環境の変化に即応できる機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築す
ることが望ましいと判断し、持株会社体制に移行すべく、本件分割を実施することといたしました。
また、再編成したグループ各事業の経営を有為な人材に担わせることにより、次世代の経営人材を育成し
てまいります。当社グループでは、今後もグループの企業価値を質・量ともさらに向上させるため、新たな
成長分野に対して積極的にグループ経営資源を配分しながら“人が活きるカタチ”を創造し、事業を拡大す
ることで社会に貢献してまいります。

２． 持株会社体制への移行の要旨について
(1)本件分割の日程
持株会社体制移行準備開始決議取締役会
分 割 準 備 会 社 の 設 立
吸 収 分 割 契 約 承 認 取 締 役 会
吸

収

分

割

契

約

締

結

平成２５年１２月３日
平成２６年２月４日
平成２６年２月１７日
平成２６年２月１７日

吸収分割契約承認定時株主総会

平成２６年３月２０日(予定)

吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日

平成２６年７月１日(予定)

(2)本件分割の方式
本件分割は、当社を吸収分割会社（以下、
「分割会社」といいます。
）とし、当社 100%出資のワールド
インテック分割準備株式会社を承継会社とする分社型の吸収分割により行います。
(3)本件分割に係る割当の内容
本件吸収分割に際し、ワールドインテック分割準備株式会社は普通株式２，０００株を発行し、これを
全て分割会社である当社に対して割当て交付いたします。
(4)本件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
該当事項はございません。
(5)本件分割により増減する資本金等
該当事項はございません。
(6)承継会社が承継する権利義務
ワールドインテック分割準備株式会社が当社から承継する権利義務は、当社の総合人材サービス事業に
関して有する一切の権利義務（本件吸収分割契約に別段の定めがあるものを除く）といたします。
当社の総合人材サービス事業に係る全従業員（嘱託、パートタイマー、アルバイト、他社出向中の者等
を含む）との間の雇用契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務（本件吸収分割契
約に別段の定めがあるものを除く）については、承継会社に承継いたします。
なお、ワールドインテック分割準備株式会社が当社から承継する債務につきましては、重畳的債務引受
の方法によるものといたします。
(7)債務履行の見込み
本件分割後、当社及び承継会社の資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれており、また、本件分
割後の収益見込みについても、当社及び承継会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現
在のところ予測されていません。
以上より、本件分割後において当社及び承継会社が負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断し
ています。

３． 本件分割の当事会社の概要
分割会社

承継会社

平成２５年１２月３１日現在

平成２６年２月４日設立時現在

(1)名称

株式会社ワールドインテック

ワールドインテック分割準備株式会社

(2)所在地

福岡県北九州市小倉北区馬借１丁目３番９号

福岡県北九州市小倉北区馬借１丁目３番９号

(3) 代 表 者 の 役 代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉

代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉

職・氏名
(4)事業内容

総合人材サービス事業

総合人材サービス事業

(5)資本金

701 百万円

450 百万円

(6)設立年月日

平成５年２月１２日

平成２６年２月４日

(7)発行済株式数

16,831,500 株

18,000 株

(8)決算期

１２月３１日

１２月３１日

(9)大株主及び

ＩＩＤＡ総研株式会社

26.73% 株式会社ワールドインテック

伊井田 栄吉

19.97%

持株比率

株式会社北九州銀行

4.21%

ゴールドマンサックスインターナ

4.13%

100%

ショナル
安部 南鎬

3.77%

折戸 哲也

3.58%

日本トラスティ・サービス信託銀

3.25%

行株式会社
ビーエヌピー パリバ セキュリ

2.07%

ティーズ サービス ルクセンブ
ルグ ジャスデック セキュリテ
ィーズ
株式会社西日本シティ銀行

1.78%

三井金属鉱業株式会社

1.33%

(10) 当事会社間 資本関係
の関係等
人的関係
取引関係

分割会社が承継会社の発行済株式の 100％を保有しております。
分割会社より承継会社に取締役及び監査役を派遣しております。
承継会社は営業を開始していないため、分割会社との取引関係はありま
せん。

(11)直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成２５年１２月期）
純資産

6,683 百万円（連結）

900 百万円（単体）

総資産

30,566 百万円（連結）

900 百万円（単体）

340 円 44 銭（連結）

50,000 円（単体）

56,450 百万円（連結）

－

営業利益

2,120 百万円（連結）

－

経常利益

1 株当たり純資産
売上高

2,164 百万円（連結）

－

当期純利益

834 百万円（連結）

－

1 株当たり当期純

49 円 63 銭（連結）

－

利益
(注) 承継会社（ワールドインテック分割準備株式会社）におきましては最終事業年度が存在しないため、その設
立の日における貸借対照表記載項目のみ表記しております。

〔分割する事業部門の概要〕
(1)分割する部門の事業内容
総合人材サービス事業
(2)分割する部門の経営成績
分割事業
（a）
売上高
31,306 百万円

平成２５年１２月期実績
（単体）
（b）
31,306 百万円

比率
（a÷b）
100%

(3)分割する資産、負債の項目及び金額（平成２５年１２月３１日現在）
資産
負債
項目
帳簿価額
項目
流動資産
5,616 百万円 流動負債
固定資産
330 百万円 固定負債
合計
5,946 百万円 合計

帳簿価額
3,272 百万円
455 百万円
3,727 百万円

４． 会社分割後の状況
分割会社
平成２５年１２月３１日現在
(1)名称

株式会社ワールドホールディングス

承継会社
平成２６年２月４日設立時現在
株式会社ワールドインテック

（平成２６年７月１日付で「株式会社ワール （平成２６年７月１日付で「ワールドインテ

(2)所在地

ドインテック」より商号変更予定）

ック分割準備株式会社」より商号変更予定）

福岡県北九州市小倉北区馬借１丁目３番９号

福岡県北九州市小倉北区馬借１丁目３番９号

(3) 代 表 者 の 役 代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉

代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉

職・氏名
(4)事業内容

グループ会社の経営管理など

総合人材サービス事業

(5)資本金

701 百万円

450 百万円

(6)決算期

１２月３１日

１２月３１日

５． 今後の見通し
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軽微であります。
また、当社の単体業績につきましては、本件分割後、当社は持株会社となるため、当社の収入は関係会社か
らの配当収入、経営指導料収入が中心となり、また費用は持株会社としてのグループ会社の経営管理を行う
機能に係るものが中心となる予定であります。

Ⅱ．定款の変更
１．定款変更の目的
平成２６年３月２０日効力発生予定のものについては、
事業の現状に即し、
目的事項を整理するとともに、
今後の事業展開に対応するため、事業目的の変更を行い、あわせて、全般にわたり規定の移動、削除及び表
現の修正を行うものであります。
平成２６年７月１日効力発生予定のものについては、持株会社体制への移行に際して、当社の商号を「株
式会社ワールドホールディングス」
に変更し、
事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものです。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．定款変更の日程
定 款 変 更 の た め の 定 時 株 主 総 会 平成２６年３月２０日（予定）
定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 平成２６年３月２０日（予定）
・第２条 目的事項変更
定 款 変 更 の 効 力 発 生 日

平成２６年７月１日（予定）
・第１条 商号変更、第２条 目的変更、及び附則の追加
以 上

（別紙）
定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
現 行 定 款
第１章

総

則

（商号）
第１条

当会社は、株式会社ワールドインテック
と称し、英文では WORLDINTEC
CO.,LTD.と表示する。

（目的）
第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。

１．下記の業務の請負、受託業及び委託業
（１）建築物の清掃及び建築物の各種設備機器の点
検、保守、管理
（２）金属加工機械製造業
（３）自動車の製造業及び自動車部分品、付属品製
造業並びに検査業務
（４）電気製品（音響用、映像用、照明、厨房用、
冷暖房用）の製造、組立、修理
（５）梱包、包装等業務
（６）発電機、電動機等の回転電気機械器具製造業
（７）変圧器類製造業
（８）開閉装置、配電盤、電力制御装置製造業
（９）企業における雇用管理帳簿の記帳
（10）惣菜、菓子、パン、缶詰、食肉製品、医薬品、
化粧品、石油製品、石炭製品の製造業
（11）企業における研究開発、ソフトウェア開発
（12）機械設計、電気・電子設計、設備・プラント
設計
（13）市場調査並びに各種マーケティングリサーチ
２．情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
３．企業の販売促進活動の企画業務
４．広告宣伝及び販売方法の指導の企画の立案及び実
施、これに使用される手引書、パンフレット等の
作成
５．不動産の売買、交換、賃貸借及びその仲介並びに
所有、管理及び利用
６．不動産鑑定業及び不動産に関するコンサルティン
グ

変
第１章

更
総

案
則

（商号）
第１条 当会社は、株式会社ワールドホールディング
スと称し、英文では WORLD HOLDINGS CO.,
LTD. と表示する。
（目的）
第２条 当会社は、次の事業及びこれに附帯関連する
事業を営むこと、並びに次の事業及びこれに附
帯関連する事業を営む国内及び外国会社の株式
または持分を所有することにより当該会社の事
業活動を支配、管理することを目的とする。
１．一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業
２．紹介予定派遣事業
３．有料職業紹介事業
４．労働者募集、人材育成・能力開発・技術向上のた
めの教育・指導に関する企画立案及び実施運営の
受託
５．下記の業務の請負及び受託
（１）建築物の清掃及び建築物の各種設備機器の点
検、保守、管理
（２）金属加工機械の製造
（３）自動車・自動車部分品・自動車付属品の製造
及び検査
（４）電気製品（音響用、映像用、照明、厨房用、
冷暖房用）の製造、組立、修理
（５）貨物運送における物品の仕分け、梱包及び発
送の管理
（６）発電機、電動機等の回転電気機械器具の製造
（７）変圧器類、開閉装置、配電盤、電力制御装置
の製造
（８）企業における雇用管理帳簿の記帳
（９）惣菜、菓子、パン、缶詰、食肉製品、医薬品、
化粧品、石油製品、石炭製品の製造
（10）企業における研究開発、ソフトウェア開発
（11）機械設計、電気・電子設計、設備・プラント
設計

７．損害保険代理業務
８．融資及び融資の斡旋、保証並びに代行業務
９．貨物運送における物品の仕分け、梱包及び発送
の管理運営並びに請負業務
10．経営に関するコンサルタント業
11．環境改善に関するコンサルティング業務
12．労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業、
特定労働者派遣事業
13．有料職業紹介事業
14．パーソナルコンピューター及び周辺機器並びに
ソフトウェアの販売
15．コンピュータ、その他周辺機器・関連機器及び
そのソフトウェアの企画、設計、開発、製造、販
売、賃貸及びメンテナンス業
16．オフィス・オートメーション機器、及びその付
属機器、付属材料、事務用機器、事務用物品の
販売、リース、取付工事及びメンテナンス業
17．画像処理装置及びシステムの製造・販売業
18．紹介予定派遣事業
19．労働者募集の受託事業
20．各種設備機器のリース事業
21．人材育成、能力開発、技術向上のための教育、
指導に関する企画立案及び実施運営の受託業務
22. 半導体製造装置及び電子部品製造装置並びにそ
れらに関連するシステム、部品等の開発、製造、
販売及び輸出入
23. 生命保険代理店業
24. 金銭の貸付、ファクタリング、債務の保証およ
び引き受け、各種債権の売買ならびにその他の
金融業
25. 物流センターの管理、運営及び物流情報の収集
処理業務
26. 電気通信機器の販売、リース、輸出入、製造、
加工、取付工事及びメンテナンス業
27. 電気通信設備工事業
28. 電気通信サービス、放送サービスの加入手続き
に関する代理店業務
29. 建築工事及び土木工事の請負、施工、設計・工
事監理及びそれらの仲介・斡旋
30. 設備工事の設計、施工、監理、保守、請負並び
に建築資材の販売
31. 各種建築物の建設計画、企画、設計、設備管理
及び施工
32. ビルの総合清掃、警備の請負及びビルメンテナ
ンス業
33. 機械装置その他各種プラントの設計、製作、施
工、販売、修理及び保全管理
34. 電気計装設備工事の設計、施工監理
35. 産業用機械装置の設計施工、販売、輸出入並び
に保守管理
36. 産業用機械の設計、製作並びに之に附帯する施
工工事請負

（12）市場調査及び各種マーケティングリサーチ
６．コンピュータハードウェア及び周辺機器並びにソ
フトウェアの企画、設計、開発、製造、販売、賃
貸及びメンテナンス
７．オフィス・オートメーション機器及びこの付属機
器、付属材料、事務用機器、事務用物品の販売、
リース、取付工事並びにメンテナンス
８．画像処理装置及びシステムの製造、販売
９．半導体製造装置及び電子部品製造装置並びにこれ
らに関連するシステム、部品等の開発、製造、販
売及び輸出入
10．機械装置その他各種プラントの設計、製作、施工、
販売、修理及び保全管理
11．電気計装設備工事の設計、施工、監理
12．産業用機械装置の設計、施工、販売、輸出入及び
保守管理
13．産業用機械の設計、製作及びこれに附帯する工事
施工の請負
14．各種設備機器のリース事業
15．電気通信機器の販売、リース、輸出入、製造、加
工、取付工事及びメンテナンス
16．建築工事及び土木工事の請負、施工、設計・工事
監理並びにこれらの仲介、斡旋
17．設備工事の設計、施工、監理、保守、請負及び
建築資材の販売
18．各種建築物の建設計画、企画、設計、設備管理
及び施工
19．ビルの総合清掃、警備の請負及びビルメンテナン
ス業
20．電気通信工事業
21．電気通信サービス、放送サービスの加入手続きに
関する代理店業務
22．省エネルギー設備に関する設計、企画、販売及び
コンサルタント業務
23．環境改善に関するコンサルタント業務
24．物流センターの管理、運営及び物流情報の収集、
処理業務
25．倉庫業
26．経営に関するコンサルタント業務
27．情報処理サービス業務及び情報提供サービス業務
28．企業の販売促進活動の企画業務
29．広告宣伝及び販売方法の指導の企画の立案並びに
実施、これに使用される手引書・パンフレット等
の作成
30．不動産の売買、交換、賃貸借、管理及びこれらの
仲介
31．不動産の鑑定及び不動産に関するコンサルティン

37. 省エネルギー設備に関する設計、企画、販売及
びコンサルタント業務
38．前各号に附帯関連する一切の業務

第３条～第４５条（記載省略）

グ業務
32．生命保険の募集に関する業務
33．損害保険代理業務
34．金銭の貸付及びこの斡旋、債務の保証・引き受け、
各種債権の売買並びにファクタリング
35．前各号に附帯関連する一切の業務

第３条～第４５条 （現行どおり）
附則

第１条（商号変更）および第２条（目的）の
変更は、平成２６年７月１日をもって効力が生
じるものとする。

【参考資料】
持株会社体制移行前後のグループ体制（概略）
◇ 持株会社制移行前（現状）

◇ 持株会社体制移行後（平成２６年７月１日時点＜予定＞）

（注１）当社 100%出資の分割準備会社として、平成２６年２月４日に設立。
（注２）平成２６年７月１日付で「株式会社ワールドインテック」から「株式会社ワールドホールデ
ィングス」に商号変更予定。
（注３）平成２６年７月１日付で「ワールドインテック分割準備株式会社」から「株式会社ワールド
インテック」に商号変更予定。
以 上

