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子会社の解散に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社アルティス、株式会社ヒュー

マラボ及びNEWS CHEF 株式会社（以下「本件三社」と総称します。）について、本件三社の各事業から撤

退し、その後速やかに本件三社を解散することを決議いたしました。 

 

記 

 

１．解散の理由 

 

当社は、本件三社の事業方針について、当社グループ内部での事業承継及び当社グループ外部への事

業譲渡の可能性を検討してまいりましたが、検討を重ねた結果、各社の採算性の観点から、当社グルー

プ内部での事業承継は不可能であるとの結論に至りました。当社取締役会は、新体制への移行に伴い当

社グループの事業再編を推進すべく、本件三社の各事業から撤退するとともに、当社グループ外部への

事業譲渡及び資産譲渡の可能性を検討していく方針とすること、この点の目途がつき次第、速やかに本

件三社を解散し、平成25年 3月ころまでを目処として清算する方針とすることも併せて決定いたしまし

た。 

これに伴い、当社の本件三社に対する貸付金等債権合計 171 億円（株式会社アルティスに対する貸付

金 50 億円、株式会社ヒューマラボに対する貸付金 56 億円、NEWS CHEF 株式会社に対する貸付金 65 億円。

いずれも解散に関連する新たな貸付及び費用を含みます。）について取立不能となるおそれが生じること

となりました。これにつきましては、当社では、平成24年 3月期第3四半期までに貸倒引当金156億円

を計上済みであります。 

 

 

２．本件三社の概要（平成24年4月27日現在） 

 

（１）名称 株式会社アルティス 

（２）所在地 東京都港区麻布台一丁目11番9号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役  久松 裕明 

（４）事業内容 プラスチック油化技術に基づく、医療廃棄物のリサイクル処理サービ

スおよびプラントの提供等（医療廃棄物のリサイクル処理及びプラス

チック油化プラントの提供等） 

（５）資本金 4億8,793万円 

（６）設立年月日 平成5年4月6日 

（７）大株主及び持株比率 当社                   3,774株（95.93％） 

資本関係 当社は、同社の議決権の 95.93％を保有しておりま

す。 
（８）上場会社と同社の関係 

人的関係 同社の取締役４名中３名は、当社従業員が兼任して



 

おります。同社の監査役（１名）は、当社従業員が

兼任しております。同社の従業員中３名は、当社か

らの出向者です。 

取引関係 当社は、同社に対して金銭貸付取引を行っておりま

す。 

関連当事者へ

の該当状況 

同社は、当社の連結子会社であります。 

（９）最近三年間の経営成績及び財政状況 

決算期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

純資産 ▲838百万円 ▲1,859百万円 ▲3,010百万円

総資産 155百万円 469百万円 313百万円

１株当たり純資産 ▲213千円 ▲472千円 ▲765千円

売上高 212百万円 165百万円 164百万円

営業利益 ▲357百万円 ▲574百万円 ▲609百万円

経常利益 ▲371百万円 ▲598百万円 ▲654百万円

当期純利益 ▲409百万円 ▲1,021百万円 ▲1,151百万円

１株当たり当期純利益 ▲104千円 ▲260千円 ▲293千円

１株当たり配当金 0円 0円 0円

 

（１）名称 株式会社ヒューマラボ 

（２）所在地 東京都港区麻布台一丁目11番9号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役  山崎  徹 

（４）事業内容 健康食品、化粧品の販売 担子菌その他菌類の培養及び研究等 

（５）資本金 4億3,937万 5,000円 

（６）設立年月日 平成17年6月21日 

（７）大株主及び持株比率 当社                   1,400株（86.95％） 

資本関係 当社は、同社の議決権の 86.95％を保有しておりま

す。 

人的関係 同社の取締役４名中３名は、当社従業員が兼任して

おります。同社の監査役（１名）は、当社従業員が

兼任しております。 

取引関係 当社は、同社に対して金銭貸付取引を行っておりま

す。 

（８）上場会社と同社の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

同社は、当社の連結子会社であります。 

（９）最近三年間の経営成績及び財政状況 

決算期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

純資産 ▲2,059百万円 ▲2,980百万円 ▲4,489百万円

総資産 374百万円 547百万円 425百万円

１株当たり純資産 ▲1,248千円 ▲1,806千円 ▲2,721千円

売上高 147百万円 382百万円 889百万円

営業利益 ▲614百万円 ▲855百万円 ▲1,195百万円

経常利益 ▲987百万円 ▲920百万円 ▲1,449百万円

当期純利益 ▲1,032百万円 ▲921百万円 ▲1,509百万円

１株当たり当期純利益 ▲626千円 ▲558千円 ▲914千円

１株当たり配当金 0円 0円 0円



 

 

（１）名称 NEWS CHEF株式会社 

（２）所在地 東京都港区麻布台一丁目11番9号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役  川田  均 

代表取締役  平田 貴一 

（４）事業内容 電子レンジ用調理容器及び食材キットの提供等 

（５）資本金 4億9,850万円 

（６）設立年月日 平成3年8月29日 

（７）大株主及び持株比率 当社                   3,490株（95.35％） 

資本関係 当社は、同社の議決権の 95.35％を保有しておりま

す。 

人的関係 同社の取締役３名中２名は、当社従業員が兼任して

おります。同社の監査役（１名）は、当社従業員が

兼任しております。 

取引関係 当社は、同社に対して金銭貸付取引を行っておりま

す。 

（８）上場会社と同社の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

同社は、当社の連結子会社であります。 

（９）最近三年間の経営成績及び財政状況 

決算期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

純資産 ▲2,855百万円 ▲4,134百万円 ▲5,434百万円

総資産 262百万円 506百万円 490百万円

１株当たり純資産 ▲780千円 ▲1,129千円 ▲1,485千円

売上高 137百万円 307百万円 529百万円

営業利益 ▲782百万円 ▲723百万円 ▲572百万円

経常利益 ▲790百万円 ▲1,250百万円 ▲647百万円

当期純利益 661百万円 ▲1,279百万円 ▲1,301百万円

１株当たり当期純利益 181千円 ▲349千円 ▲355千円

１株当たり配当金 0円 0円 0円

 

 

３．解散の日程 

 

平成24年4月27日 当社取締役会による本件三社の解散の方針の決議 

平成25年3月末まで 本件三社の清算結了（予定） 

 

 

４．今後の見通し 

 

上記「１．解散の理由」で述べたとおり、当社の本件三社に対する貸付金等債権合計 171 億円につい

て取立不能となるおそれが生じることとなりましたが、当社では、平成24年 3月期第3四半期までに貸

倒引当金 156 億円を計上済みであります。本件三社の解散に伴う平成 24 年 3 月期の損失見込額は、単

体・連結ともに19億円であり、これによる当社業績への影響は軽微であります。 

 

 

 



 

 

（参考）平成24年3月期連結業績予想（平成24年2月13日公表分）及び平成23年3月期連結実績 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

平成 24 年 3 月期

通期（予想値） 
854,000百万円 36,000百万円 21,000百万円 ▲32,000百万円 ▲119円91銭

平成 23 年 3 月期

通期（実績） 
847,105百万円 38,379百万円 23,215百万円 3,866百万円 14円39銭

 

以 上 


