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連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別損失の計上に関するお知らせ 

 

 

当社は、２０２１年３月２９日付の取締役会において、当社の１００％子会社である株式会社ホテ

ル大佐渡（以下、「ホテル大佐渡」）の発行済株式の全部をサンフロンティア不動産株式会社の子会社

であります、サンフロンティア佐渡株式会社（以下、「サンフロンティア佐渡」）及びサンフロンティ

アホテルマネジメント株式会社(以下、「サンフロンティアホテルマネジメント」)の２社に譲渡する旨

の株式譲渡契約を締結することを決議いたしました。 

また、本株式譲渡契約の締結に伴い、２０２１年３月期において、特別損失が発生する見込みとな

りましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本株式譲渡に伴い、ホテル大佐渡は当社の

連結対象子会社から除外されることになります。 

 

 

記 

 

 

１．株式譲渡の理由 

ホテル大佐渡は、佐渡島を代表するホテルの１つとして長年ホテル業を営んでまいりました。一方、

佐渡島内においてホテル大佐渡が将来も安定して事業を継続するために、当社において様々な選択肢

を検討してまいりました。その結果、ホテル大佐渡が強みを活かし、更なる成長と発展を実現するた

めには、佐渡島内で宿泊施設及び観光関連の経営資源を持つサンフロンティア佐渡及びサンフロンテ

ィアホテルマネジメントの経営に委ねることが最適と判断し、本株式譲渡を決定いたしました。 

 

 

 



 

２．異動する子会社の概要（2021 年３月 29 日現在） 

（１） 名称 株式会社ホテル大佐渡 

（２） 所在地 新潟県佐渡市相川鹿伏 288 番地２ 
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐々木 史郎 

（４） 事業内容 ホテル事業 

（５） 資本金 100 百万円 

（６） 設立年月日 1963 年 9 月 9 日 

（７） 大株主及び持株比率 株式会社リンコーコーポレーション 100％ 

（８） 
上場会社と当該会社

との間の関係 

資本関係 
当社が当該会社の発行済株式の 100％を所有

しています。 

人的関係 
当該会社に取締役１名、監査役１名を派遣して

おります。 

取引関係 当該会社に対し商品販売等の取引があります。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2018 年３期 2019 年３期 2020 年３期 

 純資産 527,441 千円 556,656 千円 586,582 千円 

 総資産 599,855 千円 627,867 千円 632,499 千円 

 １株当たり純資産 263,588 円 278,189 円 293,144 円 

 売上高 563,587 千円 541,268 千円 527,645 千円 

 営業利益 49,187 千円 34,329 千円 30,955 千円 

 経常利益 52,120 千円 36,297 千円 32,909 千円 

 当期純利益 48,416 千円 29,215 千円 29,926 千円 

 １株当たり当期純利益 24,195 円 14,600 円 14,955 円 

 １株当たり配当金 0 円 0 円 0 円 

 

３．株式譲渡の相手先の概要（2021 年３月 29 日現在） 

【相手先１】 

（１） 名称 サンフロンティア佐渡株式会社 

（２） 所在地 新潟県佐渡市千種 79 番地 3 
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 堀口 智顕 

（４） 事業内容 ホテル事業、交通インフラ事業、観光・旅行事業等 

（５） 資本金 100 百万円 

（６） 設立年月日 2017 年 11 月 22 日 

（７） 大株主及び持株比率 サンフロンティア不動産株式会社 100% 

（８） 
上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 



 

【相手先２】 

（１） 名称 サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 

（２） 所在地 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 堀口 智顕 

（４） 事業内容 ホテル事業 

（５） 資本金 100 百万円 

（６） 設立年月日 2015 年 8 月 28 日 

（７） 大株主及び持株比率 サンフロンティア不動産株式会社 60％ 

（８） 
上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 2,001 株（議決権所有割合：100％） 
（２） 譲渡株式数 2,001 株 
（３） 異動後の所有株式数 ０株（議決権所有割合：0%） 
※譲渡価額につきましては、株式譲渡相手先の要請により、開示を控えさえていただきます。 

 

５．日程 

（１） 株式譲渡契約締結日 2021 年３月 29 日 
（２） 株式譲渡実行日 2021 年４月 26 日（予定) 

 ※株式譲渡実行日をもって、当社の連結対象会社から除外される予定であります。 

 

６．特別損失の計上について 

本株式譲渡契約の締結に伴い、譲渡予定価額をもとに 2021 年３月期の連結決算では、子会社である

株式会社ホテル大佐渡において固定資産の減損損失87百万円を特別損失に計上する見込みであります。 

また個別決算では、関係会社株式評価損 219 百万円を特別損失に計上する見込みであります。 

 

７．今後の見通し 

2021 年３月期当社連結業績への影響につきましては、その他の要因を含め精査中であり、修正が必

要な場合は速やかに開示します。 

 

（参考）当期連結業績予想（2021 年２月５日公表分）及び前期連結実績 

 
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期業績予想 

（2021 年３月期） 
13,900 百万円 △700 百万円 △500 百万円 △1,700 百万円 

前期実績 

（2020 年３月期） 
16,803 百万円 497 百万円 521 百万円 99 百万円 

以 上 


