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平成 21 年２月９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 専務取締役財務本部長 副島 豪 

（TEL．03-3835-5665） 

 

会社分割（単独新設分割）に関するお知らせ 

 

平成 21 年２月９日開催の当社取締役会において、平成 21 年４月１日をもって、当社情報・

ネットワーク系製造部門を会社分割し、株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ（新

設会社。以下、「トッパンコミュニケーションプロダクツ」といいます。）に承継すること、当

社生活環境系製造部門を会社分割し、株式会社トッパンパッケージプロダクツ（新設会社。以

下、「トッパンパッケージプロダクツ」といいます。）に承継すること、および当社エレクトロ

ニクス系製造部門を会社分割し、株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ（新設会社。

以下、「トッパンエレクトロニクスプロダクツ」といいます。）に承継することを、各々決議い

たしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

 印刷産業は、長期にわたり市場が縮小するなかで従来型のビジネスモデルは大きな変革

期を迎えています。トッパングループは、いかなる経済環境下においても、収益の確保と

更なる資本効率の向上にむけた強靭な体質を構築すべく、事業構造の改革を強力に推進し

企業価値の向上に努めてまいります。 
 トッパングループ各社の機能を見直し、グループ全体で経営効率を最大限に発揮すべく、

販売部門では、業界得意先別に最適なソリューションの提供を目指し、製造部門では、モ

ノつくりの強化を徹底し得意先に最適な製品・サービスの提供を目指しています。 
 今回の会社分割は、トッパングループの事業領域別に当社の製造部門を３社に新設分割

します。事業領域別に全国の工場を一元管理し品質、設備、ノウハウの共有化を図ること

で経営効率を高めるとともに、生産拠点の統廃合や工場間の流動性を高めることで固定費

を圧縮してまいります。併せて急激な事業環境変化に対して迅速な対応力を備えることで

競争力の源とします。 
 今回の会社分割に合わせて、製造子会社の統廃合を行い重複事業の整流化や管理部門の

統合を行います。今後はグループ各社との生産連携を強化して、更なる経営の効率化を進

めてまいります。 
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２．会社分割の趣旨 

（１） 分割の日程 

各分割計画書承認取締役会        平成 21 年２月９日 

各新設会社設立の日           平成 21 年４月１日（予定） 

(注)  １.各会社分割は、会社法第 805 条の規定に基づき、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。 

（２） 分割方式 

    当社を分割会社とし、トッパンコミュニケーションプロダクツ、トッパンパッケ

ージプロダクツおよびトッパンエレクトロニクスプロダクツを各々新設会社とする

新設分割です。なお、各分割については物的分割を採用しております。 

（３） 株式の割当 

 トッパンコミュニケーションプロダクツは、本分割に際して普通株式 8,000 千株

を発行しそのすべてを当社に割り当て、トッパンパッケージプロダクツは、本分割

に際して普通株式 8,000 千株を発行しそのすべてを当社に割り当て、また、トッパ

ンエレクトロニクスプロダクツは、本分割に際して普通株式 8,000 千株を発行しそ

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） 分割により減少する資本金 

 本分割による資本金の減少はありません。 

（６） 当社の新株予約権及び新株予約権付社債の取り扱い 

 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。 

（７） 各新会社が承継する権利義務 

 トッパンコミュニケーションプロダクツは、本分割に際して、当社から情報・ネ

ットワーク系製造部門に関して有する資産・債務その他の権利義務および契約上の

地位を承継し、トッパンパッケージプロダクツは、本分割に際して、当社から生活

環境系製造部門に関して有する資産・債務その他の権利義務および契約上の地位を

承継し、また、トッパンエレクトロニクスプロダクツは、本分割に際して、当社か

らエレクトロニクス系製造部門に関して有する資産・債務その他の権利義務および

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、トッパンコミュニケーションプロダクツ、トッパンパッケ

ージプロダクツ及びトッパンエレクトロニクスプロダクツ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、各新設会社が当社から

承継する債務の全てについては、当社が重畳的債務引受を行います。 
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（９） 役員 

商号 株式会社トッパンコミュニ

ケーションプロダクツ 

株式会社トッパンパッケー

ジプロダクツ 

株式会社トッパンエレクト

ロニクスプロダクツ 

取締役 

時 友  利 隆 

大 湊  満 

長 山  芳 幸 

新 井  誠 

大 野  仁 

髙 宮 城  實 明 

降 矢  祥 博 

根 本  幸 雄 

麿  秀 晴 

大 塚  潔 

増 田  俊 朗 

青 木  研 一 

杵 村  勝 博 

監査役 垣 谷  英 孝 垣 谷  英 孝 垣 谷  英 孝 

 

 

 

３．分割当事会社の概要 

（１）商号 凸版印刷株株式会社 

(分割会社) 

 

(平成 20 年３月 31 日現在)

株式会社トッパン 

コミュニケーション

プロダクツ 

(平成 21 年４月 1 日予定)

株式会社トッパン 

パッケージプロダ

クツ 

(平成 21年４月 1日予定)

株式会社トッパン 

エレクトロニクス 

プロダクツ 

(平成 21 年 4 月 1 日予定)

（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、他)、ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ系

事業、など 

証券・カード、商業

印刷ならびに出版印

刷に関連する製造に

関わる事業 

パッケージおよび 

産業資材に関連する

製造に関わる事業 

半導体およびディス

プレイに関連する部

品類の製造に関わる

事業 

（３）設立年月日 明治 33 年１月 17 日 平成 21 年４月１日

(平成21年4月1日予定)

平成 21 年４月１日

(平成 21年 4月 1日予定)

平成21年４月１日

(平成21年4月1日予定)

（４）本店所在地 東京都台東区台東

一丁目５番１号 
 

東京都台東区台東

一丁目５番１号 

東京都台東区台東

一丁目５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 

未定 未定 未定 

（６）資本金 104,986 百万円 400 百万円 400 百万円 400 百万円

（７）発行済株式数 699,412 千株 8,000 千株 8,000 千株 8,000 千株

（８）純資産 700,763 百万円 1,253 百万円 1,218 百万円 1,532 百万円

（９）総資産 1,331,973 百万円 3,804 百万円 3,822 百万円 4,691 百万円

（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日

（11）従業員 11,181 名 910 名 929 名 1,127 名
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（12）主要取引先 シャープ㈱ 

花王㈱ 

㈱リクルート 

凸版印刷(株) 凸版印刷（株） 凸版印刷（株） 

（13）大株主及び 

持分比率 

ナッツクムコ（常任代

理人 ㈱みずほコー

ポレート銀行） 

    6.25% 

日本マスタートラス

ト信託銀行㈱信託口 

 4.99% 

日本生命保険(相) 

4.67% 

第一生命保険(相) 

3.68% 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行㈱信託口 

   3.55% 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

2.23% 

凸版印刷（株） 

100％

凸版印刷（株） 

100％ 

凸版印刷（株） 

100％

（14）主要取引 

   銀行 

㈱みずほコーポレー

ト銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

未定 未定 未定 

 

（15）当事会社の関係 

 株式会社トッパンコミュニ

ケーションプロダクツ 

株式会社トッパンパッケー

ジプロダクツ 

株式会社トッパンエレクト

ロニクスプロダクツ 

資本関係 当社の 100%出資会社 当社の 100%出資会社 当社の 100%出資会社 

人的関係 
取締役５名監査役１名派遣 

当社従業員 910 名移籍 

取締役４名監査役１名派遣 

当社従業員 929 名移籍 

取締役４名監査役１名派遣 

当社従業員 1,127 名移籍 

取引関係 
当社が販売する製品サービ

スの製造 

当社が販売する製品サービ

スの製造 

当社が販売する製品サービ

スの製造 
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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株あたり指標の単位は円） 

 凸版印刷株式会社 
 

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 947,142 948,739 1,022,970

営業利益 38,092 30,326 31,621

経常利益 52,916 57,005 40,211

当期純利益 21,913 20,248 25,241

１株当たり当期純利益 32.65 30.68 38.34

１株当たり配当金 20.00 20.00 22.00

１株当たり純資産 1,071.55 1,069.68 1,064.68

 

４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する事業の内容 

証券・カード、商業印刷ならびに出版印刷に関連する製造に関わる事業 

パッケージおよび産業資材に関連する製造に関わる事業 

半導体およびディスプレイに関連する部品類の製造に関わる事業 

 

（２）分割する事業の平成 20 年３月期における経営成績 
            （単位百万円） 

 凸版印刷株株式会社 

(分割会社) 

株式会社トッパン 

コミュニケーション 

プロダクツ 

株式会社トッパン 

パッケージプロダクツ 

株式会社トッパン 

エレクトロニクス 

プロダクツ 

 全体(A) (B)/(A) 本件事業(B) (C)/(A) 本件事業(C) (D)/(A) 本件事業(D)

売上高 1,022,970 2.4％ 24,147 4.3％ 44,374 0.8％ 8,398

経常利益 40,211 1.8％ 724 3.3％ 1,331 0.6％ 252

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 21 年３月 31 日見込み） 
    (単位百万円) 

 株式会社トッパン 

コミュニケーション 

プロダクツ 

株式会社トッパン 

パッケージプロダクツ

株式会社トッパン 

エレクトロニクス 

プロダクツ 

 

合   計 

流動資産 500 450 600 1,550

固定資産 3,304 3,372 4,091 10,767

資産合計 3,804 3,822 4,691 12,317

負  債 2,551 2,604 3,159 8,314
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５．新設分割会社の状況 

（１）商号 
株式会社トッパンコミュニ

ケーションプロダクツ 

株式会社トッパンパッケー

ジプロダクツ 

株式会社トッパンエレクト

ロニクスプロダクツ 

（２）事業内容 

証券・カード、商業印刷な

らびに出版印刷に関連する

製造に関わる事業 

パッケージおよび産業資材

に関連する製造に関わる事

業 

半導体およびディスプレイ

に関連する部品類の製造に

関わる事業 

（３）本店所在地 
東京都台東区台東 
一丁目５番１号 

東京都台東区台東 
一丁目５番１号 

東京都台東区台東 
一丁目５番１号 

（４）代表者 未定 未定 未定 

（５）資本金 400 百万円 400 百万円 400 百万円

（６）決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日

 

 

６．分割後の上場会社の状況 

（１）商号 凸版印刷株株式会社 

（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、他)、ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ系事業、など 

（３）本店所在地 東京都台東区台東一丁目５番１号 

（４）代表者 
代表取締役社長 
足立 直樹 

（５）資本金 104,986 百万円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 
 
７．今後の見通し 

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

あります。 

 

 

 

以   上 


