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スターティア株式会社の会社分割（簡易分割）による 

インターネットメディアコンテンツ関連事業の分社化に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成21年1月27日開催の取締役会において、平成21年4月1日（予定）をもって、

下記のとおり当社のインターネットメディアコンテンツ関連事業を会社分割（以下「本件

分割」といいます。）し、新設するスターティアラボ株式会社（以下「新設会社」といい

ます。）に承継することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件分割は、単独新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示して

おります。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

インターネットメディアコンテンツ関連事業は、2007 年 4 月から中小企業に対して

Web サイト、アプリケーションの開発及び販売を開始し、特に出版・印刷会社に対する

電子ブック制作ソフトの提供に注力して参りました。その結果、Web サイト、アプリケ

ーションの企画開発・販売・保守サポートがオールインワンで提供できる事業基盤を

確立することができました。 

しかしながら、インターネット事業の急速な発展の中で熾烈な競争を勝ち抜き、成

長戦略を実現させるには、迅速でスピーディーな経営判断を行える組織体制をつくり、

経営の自由度を高める必要があります。当該事業を分社化することで、より専門性を

高め、環境変化にタイムリーに対応できる体制を構築し、一層の業績拡大が図れると

判断いたしました。 

 

 



２．会社分割の要旨 

(１) 分割の日程 

新設分割計画承認取締役会    平成21年1月27日 

新設会社設立登記日      平成21年4月1日（予定） 

本件分割は、簡易分割であり、会社法第805条の規定により、株主総会の承認を得

ることなく行います。 

 

(２) 分割方式 

当社を分割会社とし、新たに設立いたします「スターティアラボ株式会社」を新

設会社とする簡易分割による新設分割方式です。 

新設会社の事業は当社グループにおいて重要な事業であり、営業取引の意思決定

や業務手続の迅速性を高めるため、分社型新設分割方式を選択し、新設会社は当

社の完全子会社といたします。 

 

(３) 割当株式数 

当社に、スターティアラボ株式会社の普通株式1,200株を割当て交付いたします。 

 

(４) 分割により減少する資本金等 

本件分割により減少する資本金等はありません。 

 

(５) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は、新株予約権を発行しておりますが、本件分割による当社新株予約権に関

する取扱いに変更はありません。なお、当社は、新株予約権付社債は発行してお

りません。 

 

(６) 新設会社が承継する権利義務 

新設会社は当社よりインターネットメディアコンテンツ関連事業に属する資産、

負債及びこれらに付随する権利義務並びに契約上の地位を承継いたします。なお、

債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものとします。 

 

(７) 債務履行の見込み 

当社及び新設会社は、その資産、負債及び純資産の額等を勘案して、それぞれが

負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断しております。 

 

 

 



３．分割当事会社の概要 

(１)当社 

平成20年3月31日現在 

(１) 商号 

 

スターティア株式会社  

(分割会社) 

(２) 事業内容 ソリューション関連事業、オフィス関連事業、回線サービ

ス関連事業、インターネットメディアコンテンツ関連事業、

人材関連事業 

(３) 設立年月日 平成8年2月21日 

(４) 本店所在地 東京都新宿区西新宿一丁目14番11号 

(５) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 本郷 秀之 

(６) 資本金 416,960千円 

(７) 発行済株式数 22,114株 

(８) 純資産 1,204,342千円 

(９) 総資産 2,241,120千円 

(10) 決算期 3月31日 

(11) 従業員数 187名 

(12) 大株主及び持株比率 本郷 秀之 55.8％

財賀 明 7.4％

源内 悟 3.8％

古川 征且 3.6％

スターティア従業員持株会 2.4％

ジャフコ V1-B 号投資事業有限責任組合  1.4％

オリックス株式会社 0.9％

自社 0.9％

ジャフコ V1-A 号投資事業有限責任組合  0.8％

野村證券株式会社 0.7％
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(２)新設会社 

平成21年4月1日(予定) 

(１) 商号 

 

スターティアラボ株式会社  

(新設会社) 

(２) 事業内容 インターネットメディアコンテンツ関連事業 

(３) 設立年月日 平成21年4月1日 

(４) 本店所在地 東京都新宿区西新宿一丁目14番11号 

(５) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北村 健一 

(６) 資本金 30,000千円(予定) 

(７) 発行済株式数 1,200株(予定) 

(８) 純資産 60,000千円(予定) 

(９) 総資産 65,000千円(予定) 

(10) 決算期 3月31日 

(11) 従業員数 18名 

(12) 大株主及び持株比率 スターティア株式会社 100％ 

 

(３)当事会社の関係 

資本関係 当社は、新設会社の発行済株式総数の100％を所有します。

人的関係 当社（分割会社）は、新設会社（承継会社）に役員を派遣、

従業員の一部を出向させます。 

取引関係 当社は、新設会社の販売委託業務を請負い、当社と新設会

社は、相互に紹介代理店業務を請負います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(４) 最近３年間の業績（連結） 

 スターティア株式会社（分割会社） 

決算期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 

売上高（千円） ― 3,276,506 4,188,259

経常利益（千円） ― 35,101 140,460

当期純利益（△は純損失）

（千円） 

― △34,621 101,192

1株当たり当期純利益（円）

（△は純損失） 

― △1,569.94 4,597.25

1株当たり配当額（円） ― 350 350

1株当たり純資産額（円） ― 50,588.92 54,974.61

（注）平成19年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年3月期については記

載しておりません。 

 

４．分割する事業部門の概要 

(１) 分割する部門の事業内容 

インターネットメディアコンテンツ関連事業 

 

(２) 分割する部門の経営成績 

 インターネットメディ

アコンテンツ関連事業

（a） 

当社（b） 比率（a/b） 

平成20年3月期 

売上高（千円） 216,648 3,781,985 5.73％

 

(３) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成21年3月31日予定） 

資産の額は60,000千円であり、負債の額は5,000千円であります。 

（注）上記金額は現時点で未確定であるため、分割会社の平成20年9月30日現在の貸借

対照表に基づいて算出した見込額を記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．会社分割後の上場会社の状況 

(１) 商号 スターティア株式会社 

(２) 事業内容 ソリューション関連事業、オフィス関連事業、回線サービス

関連事業、インターネットメディアコンテンツ関連事業、人

材関連事業 

(３) 本店所在地 東京都新宿区西新宿一丁目14番11号 

(４) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 本郷 秀之 

(５) 資本金 416,960千円 

(６) 決算期 3月31日 

(７) 今 後 の 見 通 し 新設会社は、本件分割後も当社の100％子会社となるため、

本件分割が当社の連結経営成績及び財政状態に与える影響

はありません。 

 

以 上 

 


