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平成 18 年 12 月 14 日 

各  位 

会 社 名 凸 版 印 刷 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 足立 直樹 

（コード番号 ７９１１ 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役財務本部長 副島 豪 

（TEL．０３－３８３５－５６６５） 

 

共同会社分割（新設分割）に関するお知らせ 

 

当社及び当社の完全子会社である株式会社トッパングラフィック（以下、「トッパングラフィッ

ク」といいます。）は、平成 18 年 12 月 14 日に開催した当社取締役会及びトッパングラフィック

株主総会において、平成 19 年 2 月 14 日をもって当社が保有する王子工場の建物・機械並びにト

ッパングラフィックの王子工場及びこれらにおいて実施する事業（以下、「本件事業」といいま

す。）を会社分割し、株式会社トッパングラフィック王子（新設会社）（以下、「トッパングラフィ

ック王子」といいます。）に承継することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま

す。 

なお、当社及び図書印刷株式会社（以下、「図書印刷」といいます。）は、本日開催したそれぞ

れの取締役会において、トッパングラフィック王子と図書印刷の合併に関する基本合意書（以下、

「本合意書」といいます。）の締結を行うことを決議いたしました。本合意書に基づき、トッパン

グラフィック王子及び図書印刷は、平成 19 年 2 月 22 日（予定）に合併契約を締結し、平成 19 年

4 月 1日（予定）を効力発生日として図書印刷を存続会社とする合併を行う予定です。 

 

記 

 

1. 会社分割の目的 

今回の会社分割は、関連会社も含めた当社グループの情報・ネットワーク系事業の再編の一環

として、本件事業に係る書籍印刷事業を統合し事業環境変化への迅速な対応を可能にすることに

より、当社グループの書籍印刷事業における収益力及び競争力の向上を図ることを目的に実施し

ます。 

 

2. 会社分割の要旨 

(1) 分割の日程 

分割計画書承認取締役会   平成 18 年 12 月 14 日 

新設会社成立の日      平成 19 年 2 月 14 日（予定） 

(注) 1.本分割は、会社法第 805 条の規定に基づき、当社においては株主総会の承認

を得ることなく行います。 

2.株券は不発行といたします。 
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(2) 分割方式 

当社及びトッパングラフィックを分割会社とし、両社が共同で設立するトッパングラ

フィック王子を新設会社とする共同会社分割（新設分割）です。なお、当社の分割に

ついては物的分割を採用し、トッパングラフィックの分割については人的分割を採用

しております。 

(3) 株式の割当 

トッパングラフィック王子は、本分割に際して普通株式 8,000,000 株を発行し、直接

に、又はトッパングラフィックによる剰余金の配当を通じて、そのすべてを当社に割

り当てます。 

(4) 分割交付金 

分割交付金の支払いはありません。 

(5) 当社の新株予約権付社債に関する取り扱い 

当社は、平成 16 年 3 月に「2024 年満期ユ－ロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約

権付社債」（額面総額 600 億円）、平成 18 年 6 月に「2018 年満期ユ－ロ円建転換制限条

項付転換社債型新株予約権付社債」（額面総額 350 億円）ならびに「2026 年満期ユ－ロ

円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債」（額面総額 350 億円）を発行してお

りますが、本分割によるこれらの新株予約権付社債の取り扱いにつきましては、変更

ありません。 

(6) 会計処理の概要 

完全親子会社間での共同新設分割ですので、簿価引継法にて会計処理を行う予定です。 

(7) 新設会社が承継する権利義務 

トッパングラフィック王子は、本分割に際して、当社及びトッパングラフィックから

本件事業に関する資産・債務その他の権利義務ならびに契約上の地位を承継します。 

(8) 債務履行の見込み 

本分割において当社、トッパングラフィック及びトッパングラフィック王子の負担す

べき債務につきましては、履行の見込みがあると判断しております。なお、トッパン

グラフィック王子が当社及びトッパングラフィックから承継する債務の全てについて

は、当社及びトッパングラフィックが各々、重畳的債務引受を行います。 

(9) 新会社に新たに就任する役員 

本分割に際して就任する予定の取締役及び監査役は以下の通りです。 

代表取締役    秋山 敏彦 

専務取締役  岩崎 興次 

常務取締役  吉岡 徹也 

取締役   福田 強 

取締役   沖津 仁彦 

監査役   矢野 誠之 

※なお、秋山敏彦は当社専務取締役を、岩崎興次及び沖津仁彦は当社常務取締役を各々

兼務しております。 
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3. 分割当事会社の概要 

(1) 商号 凸版印刷株式会社 株式会社ﾄｯﾊﾟﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ 
株式会社 

ﾄｯﾊﾟﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ王子 

 
（分割会社） 

(平成18年9月30日現在)

（分割会社） 

(平成18年9月30日現在)

（新設会社） 

(平成19年2月14日見込)

(2) 事業内容 

情報・ﾈｯﾄﾜｰｸ系事業(証

券・ｶｰﾄﾞ、商業印刷、出

版印刷、他)、生活環境系

事業(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)、ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

系事業 

印刷及び製本 印刷及び製本 

(3) 設立年月日 明治 33 年 1月 17 日 平成 3年 4月 12 日 平成19年2月14日(予定)

(4) 本店所在地 
東京都台東区 

台東一丁目 5 番１号 

埼玉県川口市 

弥平四丁目 3 番 1号 

東京都台東区 

台東一丁目 5 番１号 

(5) 代表者 
代表取締役社長 

足立 直樹 

代表取締役 

秋山 敏彦 

代表取締役 

秋山 敏彦 

(6) 資本金 104,986 百万円 400 百万円 400 百万円

(7) 発行済株式総数 699,412 千株 18 千株 8,000 千株

(8) 純資産 703,320 百万円 2,341 百万円 2,900 百万円

(9) 総資産 1,373,017 百万円 5,011 百万円 3,233 百万円

(10)決算期 3月 31 日 3月 31 日 3月 31 日

(11)従業員数 11,088 人 729 人 197 人

(12)主要取引先 
(株)講談社、(株)小学館、

(株)朝日新聞社等 
凸版印刷(株) 凸版印刷(株) 

(13)大株主及び 

持株比率 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行

(株)信託口   6.25％

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀

行(株)信託口  5.25％

日本生命保険(相)4.24％

第一生命保険(相)3.54％

ﾃﾞﾎﾟｼﾞﾀﾘｰﾉﾐﾆｰｽﾞｲﾝｺｰﾎﾟﾚ

ｰｼｮﾝ(常任代理人 (株)三

菱東京 UFJ 銀行) 2.50％

 

 

 

 

凸版印刷(株) 100％ 

 

 

 

 

凸版印刷(株) 100％ 

(注) 

(14)主要取引銀行 
(株)三井住友銀行、 

(株)三菱東京 UFJ 銀行 
(株)三菱東京 UFJ 銀行 未定 

資本関係：当社の 100%出資会社（注） 

人的関係：取締役 3名及び監査役１名派遣 

王子工場のﾄｯﾊﾟﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ従業員（197 人）を新設会社へ移籍 
(15)当事会社の関係 

取引関係：当社が販売する書籍印刷の製造 

(注) なお、トッパングラフィックは、トッパングラフィック王子の成立の日に、トッパングラフィック王

子の株式（同社が発行する株式の 44％）を剰余金の配当として当社に割り当てる予定です。 
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(16)分割会社の最近 3決算期間の業績（単位百万円、1株当たり指標の単位は円） 

 凸版印刷株式会社（分割会社） 株式会社ﾄｯﾊﾟﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ（分割会社）

決算期 
平成 16 年 

3 月期 

平成 17 年

3月期 

平成 18 年

3月期 

平成 16 年

3月期 

平成 17 年 

3 月期 

平成 18 年

3月期 

売上高 914,612 952,822 947,142 20,820 20,383 19,861

営業利益 30,022 39,931 38,092 561 740 937

経常利益 34,881 49,514 52,916 518 704 932

当期純利益 18,962 21,567 21,913 284 425 557

1 株当たり当期純利益 27.72 31.96 32.65 15,804.52 23,647.55 30,973.27

1 株当たり配当金 17.00 19.00 20.00 5,000.00 17,200.00 22,000.00

1 株当たり純資産 1,010.52 1,027.88 1,071.55 105,272.29 119,919.84 128,693.12

 

4. 分割する事業部門の内容 

(1) 分割する事業の内容 

書籍印刷事業 

(2) 本件事業の平成 18 年 3 月期における経営成績（単位：百万円） 

 凸版印刷株式会社（分割会社） 株式会社ﾄｯﾊﾟﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ（分割会社） 

 本件事業（A） 全体(B) 
比率 

(A)/(B)×100
本件事業（A） 全体(B) 

比率 

(A)/(B)×100

売上高 － － － 4,143 19,861 20.9%

経常利益 － － － 204 932 21.9%

(3) 分割する資産・負債（平成 19 年 2 月 13 日見込み）       （単位：百万円） 

凸版印刷株式会社（分割会社）  

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 0

固定資産 1,626
負債 0

合計 1,626 合計 0

株式会社ﾄｯﾊﾟﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ（分割会社） 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 1,062

固定資産 545
負債 333

合計 1,607 合計 333
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5. 分割後の状況 

(1) 商号 凸版印刷株式会社 株式会社ﾄｯﾊﾟﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ 

(2) 事業内容 

情報・ﾈｯﾄﾜｰｸ系事業（証券・ｶｰﾄﾞ、

商業印刷、出版印刷、他）、 

生活環境系事業（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）、 

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ系事業 

印刷及び製本 

(3) 本店所在地 東京都台東区台東一丁目5番1号 埼玉県川口市弥平四丁目3番1号

(4) 代表者 代表取締役社長 足立 直樹 代表取締役   秋山 敏彦 

(5) 資本金 104,986 百万円 400 百万円

(6) 総資産 1,371,391 百万円 3,404 百万円

(7) 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日

(8) 業績に与える影響 

今期の連結の業績に与える影響はありません。また、単独の業績に与える影響は軽微

であります。 

 

6. 今後の見通し 

当社連結及び単独業績見通しに与える影響は軽微であります。 

以  上 


