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各  位 

 

 

インターネットによる個人向け通信販売事業の 

当社 100％子会社への承継（簡易吸収分割）のお知らせ 

（同子会社における資本業務提携のお知らせ） 

 

 当社は、平成 21 年 11 月 11 日開催の取締役会において、平成 22 年２月 22 日を効力発生日と

して、簡易吸収分割によりインターネットによる個人向け通信販売事業「ぽちっとアスクル」（以

下、「本件事業」という。）を新たに設立した当社の 100％子会社であるアスマル株式会社(以下、

「新会社」という。)に承継する（以下、「本件分割」という。）とともに、新会社を通じ、株式

会社ネットプライスドットコム(以下、「ネットプライスドットコム」という。)との間で、新会

社が展開する本件事業に関し資本業務提携（以下、「本件提携」という。）を行うこととしました

ので、お知らせいたします。なお、本件分割は、当社の 100％子会社を承継会社とする簡易吸収

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．本件分割の目的 

当社の本件事業の推進を企図し、本件事業を新会社に継承させるとともに、本件提携により当

社における商品調達力とネットプライスドットコムが持つインターネットによる個人向け通信

販売における企画力を融合し、新会社において、新たな個人向けＥＣサイトの構築及び本件事業

の展開を図ってまいります。 

 

２．本件分割の要旨 

（１）本件分割の日程 

会社分割承認取締役会 平成 21 年 11 月 11 日 

分割契約締結 平成 21 年 11 月 11 日 

会社分割の予定日（効力発生日） 平成 22 年２月 22 日（予定） 

（注）本件分割は、会社法第 784 条第３項の規定に基づく簡易吸収分割であるため、当社の株

主総会は開催いたしません。 

 

会 社 名 ア ス ク ル 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 岩田彰一郎

(コード番号:2678 東証一部）

問 合 せ 先

役職･氏名 総務 統括部長 

小口 巌 

TEL 03-3522-8608 



（２）本件分割の方式 

  当社を分割会社とし、新会社を承継会社とする簡易吸収分割です。 

（３）本件分割に係る割当ての内容 

  新会社は、本件分割に際して普通株式 400 株を発行し、そのすべてを当社へ割当てます。 

（４）本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

  当社が発行しております新株予約権について、本件分割による変更はございません。 

（５）本件分割により減少する資本金 

  本件分割により減少する資本金はございません。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

  承継会社である新会社は、効力発生日における当社の本件事業に関する資産、負債及びこれ

らに付随する権利義務を承継いたします。 

（７）債務履行の見込み 

  効力発生日以降における当社及び新会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題

が無いものと判断しております。 

 



３．本件分割の当事会社の概要 

（１）名称 アスクル株式会社（分割会社） アスマル株式会社（承継会社） 

（２）所在地 東京都江東区辰巳三丁目８番 10 号 東京都江東区辰巳三丁目８番 10 号 

（３）代表者の役職・氏

名 

代表取締役社長 岩田 彰一郎 代表取締役 酒川（木村）美代子

（アスクル株式会社 執行役員）

（４）事業内容 オフィス用品通販事業他 インターネットによる個人向け

通信販売事業 

（５）資本金 3,535 百万円

（平成 21 年５月 20 日現在）

30 百万円

（平成 21 年 11 月 10 日現在）

（６）設立年月日 昭和 38 年 11 月２日 平成 21 年 11 月 10 日 

（７）発行済株式数 38,189,400 株

（平成 21 年５月 20 日現在）

1,200 株

（平成 21 年 11 月 10 日現在）

（８）決算期 ５月 20 日 ５月 20 日 

（９）大株主及び持株比

率 

プラス株式会社     21.38％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社        10.14％ 

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社          3.51％ 

野村證券株式会社     3.24％ 

プラス技研株式会社    2.81％ 

今泉 壮平        2.68％ 

シービーニューヨーク オービス

エスアイシーアーヴィー   2.59％ 

岩田 彰一郎        2.55％ 

サジヤツプ         2.19％ 

今泉 英久         2.08％

（平成 21 年５月 20 日現在）

(注 )上記のほか、自己株式が

18.85％（7,200 千株）あります。 

アスクル㈱       100.00％ 

（平成 21 年 11 月 10 日現在）

（10）直前事業年度の財

政状態及び経営成績（平

成 21 年５月期） 

連結ベース 

（平成 21 年５月期） 

単体ベース 

（平成 21 年 11 月 10 日現在） 

 純資産 16,633 百万円 60 百万円

 総資産 73,979 百万円 60 百万円

 １株当たり純資産 528.97 円 50,000.00 円

 売上高 190,469 百万円 確定した最終事業年度はございません。

 営業利益 8,240 百万円 確定した最終事業年度はございません。

 経常利益 8,246 百万円 確定した最終事業年度はございません。

 当期純利益 4,528 百万円 確定した最終事業年度はございません。

１株当たり当期純利益 114.69 円 確定した最終事業年度はございません。



４．分割する事業部門（本件事業）の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

インターネットによる個人向け通信販売事業 

（２）分割する部門の経営成績（平成 21 年５月期連結） 

 本件事業（ａ） 分割会社実績（ｂ） 比率（ａ/ｂ） 

売 上 高 1,861 百万円 190,469 百万円 1.0％

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 21 年８月 20 日現在） 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 299 百万円 流動負債 279 百万円

固定資産 0 百万円 固定負債 ―

合  計 299 百万円 合  計 279 百万円

 

５．本件分割後の状況（平成 22 年２月 22 日（予定）） 

（１）当社（分割会社）の状況 

    本件分割により、本件事業の権利義務が新会社に承継されることを除き、名称、所在地、

代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はございません。 

（２）新会社（承継会社）の状況（予定） 

    本件分割により、本件事業の権利義務を当社より承継することを除き、名称、所在地、代

表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はございません。 

 

６．今後の見通し 

承継会社は、当社の 100％子会社であるため、本件分割が連結業績に与える影響は軽微となる

見込みです。また今後、業績予想の変更が必要な場合は速やかにお知らせいたします。 

なお、新会社は、平成 22 年２月 22 日を払込日とする増資（割当先：ネットプライスドットコ

ム、普通株式 400 株）を予定しており、増資後の資本金は４千万円、持株比率は当社 80％、ネ

ットプライスドットコム 20％となる予定でございます。 

 



（参考） 

１．当社連結業績予想（平成 21 年９月 16 日時点）及び前期連結実績 

 平成 22年５月期連結業績予想 平成 21 年５月期連結実績 

売上高 203,000 百万円 190,469 百万円

営業利益 7,000 百万円 8,240 百万円

経常利益 6,800 百万円 8,246 百万円

当期純利益 3,300 百万円 4,528 百万円

１株当たり当期純利益 106.44 円 114.69 円

 

２．本件提携先（ネットプライスドットコム）の概要 

（１）名称 株式会社ネットプライスドットコム （東証マザーズ：3328）

（２）所在地 東京都品川区北品川四丁目７番 35 号  

（３）代表者 代表取締役社長兼グループＣＥＯ 佐藤 輝英  

（４）主な事業内容 Ｅコマース関連事業 

（５）資本金 2,331 百万円（平成 21 年９月末現在） 

（６）設立年月日 平成 11 年 11 月 25 日 

（７）当社との関係 人的関係、資本関係、取引関係につき、現在特筆すべき事項は

ございません。 

以上 

 


