
   

平成２１年１２月２５日 

各  位 

会 社 名  東京急行電鉄株式会社 

代表者名  取締役社長 越村 敏昭 

（コード番号 ９００５ 東証第 1部） 

    問合せ先  財務戦略室  主計部 

連結・ＩＲ担当課長 常見 直明  

（ＴＥＬ ０３－３４７７－６１６８） 

 

グループセキュリティ事業の再編（新会社設立・簡易分割・簡易合併）に関するお知らせ 

 

当社は、平成２１年１２月２５日の取締役会において、当社の１００％子会社である東急ファシリ

ティサービス株式会社（以下、東急ファシリティサービス）及び東急セキュリティ株式会社（以下、東

急セキュリティ）の組織を再編し、総合的なセキュリティサービスを提供する事業運営体制へ変更する

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。 

なお、本手続きは連結子会社を対象とする簡易吸収分割及び簡易吸収合併であるため、開示事項・ 

内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

１．再編の目的 

当社では、平成２０年度を初年度とする中期３か年経営計画において、重点取り組み課題として

「恒常的なグループ最適事業ポートフォリオの追求」を掲げ、東急グループが行うべき事業分野、

地域ドメインを明示し、それにふさわしい事業構成になるよう、グループ企業／事業の最適化に常

に取り組んでおります。 

当初、提供するサービス内容によって棲み分けを行っていたセキュリティ事業についても、お客

様のニーズの多様化や求められるサービス品質の高度化に対応し、東急グループの成長戦略である

「沿線価値の向上」に資する事業運営体制の検討を進めてまいりましたが、今回の組織再編・事業

統合はそのひとつとして実施するものです。この組織再編・事業統合により、事業推進体制が一元

化、効率化され、また、従来東急セキュリティが有するＰＡＳＭＯセキュリティ・シニアセキュリ

ティなどの独自サービスに、東急ファシリティサービスが有する常駐警備のサービスが付加される

ことで、総合的なサービス提供が可能になり、受注機会が拡大するものと考えています。 

 

組織再編の方法としては以下のとおりです。 

① 東急セキュリティ１００％出資子会社として新会社（ＴＳサービス）を設立 

② 東急ファシリティサービスの首都圏におけるセキュリティ事業（セキュリティ事業部に属す

るセキュリティ事業）及び東急セキュリティの事業を会社分割によってＴＳサービスへ承継の

うえ、統合 

③ 資産についてはＴＳサービス株式を含め、当社が東急ファシリティサービスから会社分割に 

よってセキュリティ事業部の固定資産を承継するとともに、東急セキュリティを吸収合併する

ことでセキュリティ事業にかかる資産を当社が一元的に保有・管理 

   ④ＴＳサービスについては、事業の承継とともに東急セキュリティに商号を変更し、「東急セ 

キュリティ」ブランドでの事業運営の継続性を確保する。 

 

      ※詳細については、「２．再編の要旨(3)分割及び合併の概要」及び「参考資料」をご覧下さい。 
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２．再編の要旨 

  (1)日程（予定） 

平成２１年１２月２５日 

 

①当社 取締役会（再編の承認、分割／合併契約締結の承認） 

②東急ファシリティサービス 取締役会（分割契約締結の承認）

③東急セキュリティ 取締役会（子会社設立の承認、分割／合併

契約締結の承認） 

平成２２年１月１２日 

 

 

 

 

 

 

①ＴＳサービス株式会社（以下、ＴＳサービス）設立 

②分割契約書締結 

・東急ファシリティサービス ― ＴＳサービス 

・東急セキュリティ ― ＴＳサービス 

・東急ファシリティサービス ― 当社 

③合併契約書締結 

・東急セキュリティ ― 当社 

平成２２年１月２５日 

 

①東急セキュリティ株主総会（分割契約書承認） 

②ＴＳサービス株主総会（分割契約書承認） 

平成２２年３月３１日 

 

 

 

①吸収分割 

・東急ファシリティサービス ― ＴＳサービス 

・東急セキュリティ ― ＴＳサービス 

②商号変更（ＴＳサービス → 東急セキュリティ） 

平成２２年４月１日 

 

 

 

①吸収分割 

・東急ファシリティサービス ― 当社 

②吸収合併 

・東急セキュリティ ― 当社 

   

  (2)新規設立子会社の概要 

   ①名   称  ＴＳサービス株式会社 

   ②所 在 地  東京都渋谷区南平台町５番６号 

   ③代 表 者  波戸 覺 

   ④事業内容  警備業 

   ⑤資 本 金  ５百万円 

   ⑥大株主等  東急セキュリティ株式会社 １００％ 

 

  (3)分割及び合併の概要  

【東急ファシリティサービス ― ＴＳサービス】 

   ①分割方式 

    東急ファシリティサービスを分割会社とし、ＴＳサービスを承継会社とする分社型吸収分割 

方式 

   ②割当ての内容 

    普通株式２７１株を発行し、東急ファシリティサービスに対して交付する。 

   ③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。 

④分割により増減する資本金 

    会社分割によるＴＳサービス資本金の増加はありません（資本準備金は２７１百万円増加）。 

   ⑤承継会社が承継する権利義務 

    分割期日にＴＳサービスは東急ファシリティサービスの所有している一部の資産（営業及び警 

備に関わる車輛運搬具）を引き継ぎます。 

⑥債務履行の見込み 

 本分割後、ＴＳサービス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。 
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【東急セキュリティ ― ＴＳサービス】 

①分割方式 

    東急セキュリティを分割会社とし、ＴＳサービスを承継会社とする分社型吸収分割方式 

   ②割当ての内容 

    普通株式９９株を発行し、東急セキュリティに対して交付する。 

   ③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。 

④分割により増減する資本金 

    会社分割によるＴＳサービス資本金の増加はありません（資本準備金は９９百万円増加）。 

   ⑤承継会社が承継する権利義務 

    分割期日にＴＳサービスは東急セキュリティが本事業に関して所有している承継資産（営業・ 

警備に直接関わる資産、商標権、繰延資産。なお、銀行口座及び承継現金については、本件効 

力発生日の前日において存在する東急セキュリティ名義の銀行口座及び当該銀行口座に預託さ 

れた金員）、承継債務（本事業に関する一切の債務）及びこれに付随する一切の権利義務を引き 

継ぎます。 

⑥債務履行の見込み 

 本分割後、ＴＳサービス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。 

 

【東急ファシリティサービス ― 当社】 

   ①分割方式 

    東急ファシリティサービスを分割会社とし、当社を承継会社とする分割型吸収分割方式 

   ②割当ての内容 

    １００％子会社の吸収分割であり、吸収分割による当社新株式の発行は行いません。 

   ③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。 

④分割により増減する資本金 

    会社分割による当社資本金の増加はありません。 

   ⑤承継会社が承継する権利義務 

    分割期日に当社は東急ファシリティサービスの所有している一部の資産（営業及び警備に関わ 

る車輛運搬具を除く）を引き継ぎます。 

⑥債務履行の見込み 

 本分割後、当社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。 

 

 

【東急セキュリティ ― 当社】 

①合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式 

   ②割当ての内容 

    １００％子会社の吸収合併であり、吸収合併による当社新株式の発行は行いません。 
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３．当事会社の概要 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

※(７)、(９)については、平成 21 年９月 30 日現在の数値を用いており、(12)、(17)については平成 21 年９月 30 日 

現在の発行済株式数を基に算定しております。 

 (承継会社) 

(存続会社) 

平成 21 年 3月 31 日 現在 

(分割会社) 

 

平成 21 年 3月 31 日 現在 

(１)名称 東京急行電鉄株式会社 東急ファシリティサービス株式会社 

(２)所在地 東京都渋谷区南平台町５番６号 東京都目黒区東山三丁目７番１号 

(３)代表者の役職・氏名 取締役社長 越村 敏昭 取締役社長 磯崎 浩亮 

(４)事業内容 鉄軌道業、不動産業 ビル・建造物および付属設備の総合管理

(５)資本金 121,724 百万円 198 百万円 

(６)設立年月日 大正 11 年９月２日 昭和 36 年 10 月 11 日 

(７)発行済株式数 1,263,525,752 株 198,000 株 

(８)決算期 ３月 ３月 

(９)大株主及び持株比率 

第一生命保険相互会社 6.13％ 

日本生命保険相互会社 5.85％ 

日本トラスティ・サービス信託 

銀行株式会社（信託口）4.41％ 

東京急行電鉄株式会社 100％ 

(10)純資産 384,654（連結） 5,965 

(11)総資産 2,010,746（連結） 11,694 

(12)１株当たり純資産(円) 294.62（連結）      30,130.02 

(13)売上高     1,304,231（連結） 31,681 

(14)営業利益 65,301（連結） 268 

(15)経常利益 54,872（連結） 295 

(16)当期純利益 10,783（連結） 21 

(17)１株当たり当期純利益(円) 8.65（連結） 108.60 

 (分割会社) 

(消滅会社)  

平成 21 年 3月 31 日 現在 

(承継会社) 

 

平成 22 年 1月 12 日 予定 

(１)名称 東急セキュリティ株式会社 ＴＳサービス株式会社 

(２)所在地 東京都渋谷区桜丘町１８番４号 東京都渋谷区南平台町５番６号 

(３)代表者の役職・氏名 取締役社長 波戸 覺 取締役社長 波戸 覺 

(４)事業内容 警備業 警備業 

(５)資本金 3,111 百万円 5 百万円 

(６)設立年月日 平成 16 年 10 月１日 平成 22 年１月 12 日 

(７)発行済株式数 13,983 株 10 株 

(８)決算期 ３月 ３月 

(９)大株主及び持株比率 
東京急行電鉄株式会社  98.57％ 

東急ﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ株式会社 1.43％ 
東急セキュリティ株式会社 100％ 

(10)純資産 58 ― 

(11)総資産 473 ― 

(12)１株当たり純資産(円) 4,178.03 ― 

(13)売上高 1,473 ― 

(14)営業利益 △737 ― 

(15)経常利益 △744 ― 

(16)当期純利益 △908 ― 

(17)１株当たり当期純利益(円) △65,004.97 ― 

- 4 -



４．分割する事業部門の概要  

 

【東急ファシリティサービス ― ＴＳサービス】 

  (1)分割する部門の事業内容 

    首都圏におけるセキュリティ事業（セキュリティ事業部に属するセキュリティ事業）         

(2)分割する部門の経営成績 

    売上高 ３，８３７百万円（平成２１年３月期決算） 

  (3)分割する資産、負債の項目及び金額 

            （平成 21 年 9 月 30 日現在） 

 資産 負債 

項目 金額 項目 金額 

流動負債 ４１４百万円 流動資産 

          

９１１百万円 

          退職給付引当金 ２２６百万円 

合  計 ９１１百万円 合  計 ６４０百万円 

 

【東急セキュリティ ― ＴＳサービス】 

  (1)分割する部門の事業内容 

    東急セキュリティの全事業          

(2)分割する部門の経営成績 

    売上高 １，４７３百万円（平成２１年３月期決算） 

  (3)分割する資産、負債の項目及び金額 

            （平成 21 年 9 月 30 日現在） 

資産 負債 

項目 金額 項目 金額 

資  産 ４８３百万円 負  債 ３８４百万円 

 

【東急ファシリティサービス ― 当社】 

  (1)分割する部門の事業内容  

資産管理業務の一部 

  (2)分割する部門の経営成績 

    資産管理業務につき、売上高はございません。 

  (3)分割する資産、負債の項目及び金額 

            （平成 21 年 9 月 30 日現在） 

資産 負債 

項目 金額 項目 金額 

固定資産 ２９０百万円 流動負債 ―百万円 

 

 

５．再編後の当社の状況 

  (1)名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期 

   いずれも本件分割および合併による影響はありません。 

  (2)今後の見通し 

   本件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。 

 

 

以 上 
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【参考資料】 

再編スキーム

東急電鉄

（現）
東急ｾｷｭﾘﾃｨ

東急ﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ

警備事業
ＢＭ*事業他

警備事業

○再編前（現在）

東急電鉄

（新）
東急ｾｷｭﾘﾃｨ
（旧 ＴＳサービス）

東急ﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ

警備事業
契約・運営・営業

ＢＭ*事業他

○再編後

98.6% 100%

1.4%

100% 100%

東急電鉄

東急ﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ

ＢＭ事業他

警備事業

○グループ内再編

⑤吸収合併 ④分割型
吸収分割

ＴＳサービス

警備事業
契約・運営・営業

①新会社
設立 ②分社型

吸収分割

③分社型
吸収分割

* ビルマネジメント

資産賃貸

警備事業
契約・運営・営業

（現）
東急ｾｷｭﾘﾃｨ

資産
（含む新会社株式）

100%

資産
（含む新会社株式）
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