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１【提出理由】

当社は、平成28年10月３日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

７号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の

５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】

(1) 当該吸収分割の相手会社に関する事項

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割の内容

３【訂正内容】

訂正箇所には下線を付しております。

（訂正前）

(1) 当該吸収分割の相手会社に関する事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

  (平成28年10月３日現在)

 本会社分割(建物管理) 本会社分割(リーシング)

商号 大東建物管理株式会社 大東建託リーシング株式会社(注)

本店の所在地 東京都港区港南二丁目16番１号 東京都港区港南二丁目16番１号

代表者の氏名 代表取締役社長　門内　仁志 代表取締役社長　門内　仁志

資本金 1,000百万円 100百万円

純資産 111,002百万円 100百万円

総資産 321,417百万円 100百万円

事業の内容
アパート、マンションの管理

総合的なビル運営管理

不動産の賃貸借

入居者斡旋などの仲介業務
 

(注)　大東リーシングは、平成28年10月下旬設立予定の会社のため、設立予定の概要を記載しております。

 
②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益

 大東建物管理株式会社 大東建託リーシング株式会社(注)

決算期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期

売上高 658,017百万円 701,157百万円 747,268百万円 ― ― ―

営業利益 29,999百万円 32,617百万円 34,604百万円 ― ― ―

経常利益 30,701百万円 33,383百万円 35,526百万円 ― ― ―

当期純利益 18,455百万円 19,595百万円 22,400百万円 ― ― ―
 

(注)　大東リーシングは、平成28年10月下旬設立の会社のため、確定した事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純

利益はありません。

 

③　大株主の名称および発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

 大東建物管理株式会社 大東建託リーシング株式会社

大株主の名称 大東建託株式会社

発行済株式の総数

に占める大株主の

持株数の割合

100％ 100％
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④　提出会社との間の資本関係、人的関係および取引関係

 大東建物管理株式会社 大東建託リーシング株式会社

資本関係 相手会社は当社100％出資の連結子会社です
相手会社は当社100％出資の連結子会社として

設立される予定です

人的関係 当社より取締役を派遣しております 当社より取締役を派遣する予定です

取引関係
相手会社は当社が施工した物件の一括借上事業

を運営しています

事業を開始していないため、当社との取引関係

はありません
 

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割の内容

①　吸収分割の方法

本会社分割(リーシング)におきましては、当社を分割会社とし、大東リーシングを承継会社とする会社分割(簡易吸収

分割)です。本会社分割(建物管理)におきましては、当社を分割会社とし、大東建物管理を承継会社とする会社分割(簡

易吸収分割)です。

 
②　吸収分割に係る割当ての内容

本会社分割(リーシング)において、大東リーシングは、本会社分割(新会社)に際して普通株式を発行し、その全てを

当社に対し割当交付する予定です。本会社分割(建物管理)において、大東建物管理は、本会社分割(建物管理)に際して

株式その他の金銭等の交付は行わない予定です。

 
③　その他の吸収分割契約の内容

ⅰ) 吸収分割の日程

吸収分割の方針に係る取締役会決議日　　　　平成28年10月３日

吸収分割契約締結に係る取締役会決議日　　　平成28年11月25日(予定)

吸収分割契約締結日　　　　　　　　　　　　平成28年11月25日(予定)

吸収分割の効力発生日　　　　　　　　　　　平成29年５月１日(予定)

(注)　当該吸収分割は、分割会社である当社においては会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割、承継会社であ

る大東建物管理および大東リーシングにおいては会社法第796条第１項に定める略式吸収分割に該当するた

め、各社の株主総会の承認を得ることなく行う予定です。

 
ⅱ) 分割により増減する資本金及び準備金

本会社分割(リーシング)においては、資本金の増減はありません。本会社分割(建物管理)においては、資本金及び

準備金の増減はありません。

 
ⅲ) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

 
ⅳ) 承継会社が承継する権利義務

本会社分割(リーシング)におきましては、大東リーシングは本会社分割の効力発生日に、当社がビル賃貸事業およ

び海外子会社株式の保有に係る事業に関して有する資産、債務その他権利義務のうち、吸収分割契約において定める

ものを承継する予定です。本会社分割(建物管理)におきましては、大東建物管理は本会社分割の効力発生日に、当社

が不動産仲介事業に関して有する資産、債務その他権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継する予

定です。
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（訂正後）

(1) 当該吸収分割の相手会社に関する事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

  (平成28年11月25日現在)

 本会社分割(建物管理) 本会社分割(リーシング)

商号 大東建物管理株式会社 大東建託リーシング株式会社

本店の所在地 東京都港区港南二丁目16番１号 東京都港区港南二丁目16番１号

代表者の氏名 代表取締役社長　門内　仁志 代表取締役社長　門内　仁志

資本金 1,000百万円 100百万円

純資産 111,002百万円 100百万円

総資産 321,417百万円 100百万円

事業の内容
アパート、マンションの管理

総合的なビル運営管理

不動産の賃貸借

入居者斡旋などの仲介業務
 

 
②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益

 大東建物管理株式会社 大東建託リーシング株式会社(注)

決算期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期

売上高 658,017百万円 701,157百万円 747,268百万円 ― ― ―

営業利益 29,999百万円 32,617百万円 34,604百万円 ― ― ―

経常利益 30,701百万円 33,383百万円 35,526百万円 ― ― ―

当期純利益 18,455百万円 19,595百万円 22,400百万円 ― ― ―
 

(注)　大東リーシングは、平成28年11月１日設立の会社のため、確定した事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純

利益はありません。

 

③　大株主の名称および発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

 大東建物管理株式会社 大東建託リーシング株式会社

大株主の名称 大東建託株式会社

発行済株式の総数

に占める大株主の

持株数の割合

100％ 100％
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④　提出会社との間の資本関係、人的関係および取引関係

 大東建物管理株式会社 大東建託リーシング株式会社

資本関係 相手会社は当社100％出資の連結子会社です 相手会社は当社100％出資の連結子会社です

人的関係 当社より取締役を派遣しております 当社より取締役を派遣しております

取引関係
相手会社は当社が施工した物件の一括借上事業

を運営しています

事業を開始していないため、当社との取引関係

はありません
 

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割の内容

①　吸収分割の方法

本会社分割(リーシング)におきましては、当社を分割会社とし、大東リーシングを承継会社とする会社分割(簡易吸収

分割)です。本会社分割(建物管理)におきましては、当社を分割会社とし、大東建物管理を承継会社とする会社分割(簡

易吸収分割)です。

 
②　吸収分割に係る割当ての内容

本会社分割(リーシング)において、大東リーシングは、本会社分割(リーシング)に際して普通株式を発行し、その全

てを当社に対し割当交付いたします。本会社分割(建物管理)において、大東建物管理は、本会社分割(建物管理)に際し

て株式その他の金銭等の交付は行いません。

 
③　その他の吸収分割契約の内容

ⅰ) 吸収分割の日程

吸収分割の方針に係る取締役会決議日　　　　平成28年10月３日

吸収分割契約締結に係る取締役会決議日　　　平成28年11月25日

吸収分割契約締結日　　　　　　　　　　　　平成28年11月25日

吸収分割の効力発生日　　　　　　　　　　　平成29年５月１日(予定)

(注)　当該吸収分割は、分割会社である当社においては会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割、承継会社であ

る大東建物管理および大東リーシングにおいては会社法第796条第１項に定める略式吸収分割に該当するた

め、各社の株主総会の承認を得ることなく行います。

 
ⅱ) 分割により増減する資本金及び準備金

本会社分割(リーシング)においては、資本金の増減はありません。本会社分割(建物管理)においては、資本金及び

準備金の増減はありません。

 
ⅲ) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

 
ⅳ) 承継会社が承継する権利義務

本会社分割(リーシング)におきましては、大東リーシングは本会社分割の効力発生日に、当社がビル賃貸事業およ

び海外子会社株式の保有に係る事業に関して有する資産、債務その他権利義務のうち、吸収分割契約において定める

ものを承継いたします。本会社分割(建物管理)におきましては、大東建物管理は本会社分割の効力発生日に、当社が

不動産仲介事業に関して有する資産、債務その他権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継いたしま

す。

 
以上
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