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平成22年11月１日 

各      位 
会社名 ダイキサウンド株式会社 

（URL: http://www.daiki-sound.jp/） 

代表者名 代表取締役社長 小野間史敏 

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先  

役職・氏名 管理部長 河野 昌平 

電話 ０３―３２２２―１３４１ 

 

会社分割による持株会社制への移行に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において平成23年３月１日をもって持株会社制へ移行を行

なうこと及びそれに伴う新設分割計画の詳細について決議し、この決議について平成22年

11月29日開催予定の第12期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記の

通りお知らせいたします。  

持株会社制への移行は、当社の営むパッケージディストリビューション及びデジタルデ

ィストリビューション事業を「ダイキサウンド株式会社」（以下、新設分割設立会社）に承

継させる新設分割により行います。  

なお、現在の「ダイキサウンド株式会社」は、「株式会社フォンツ・ホールディングス」

に商号変更を行い持株会社となり、引き続き大阪証券取引所JASDAQ市場（スタンダード）

での上場を維持する予定です。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

当社の事業は、パッケージディストリビューション事業、デジタルディストリビューシ

ョン事業、マーケティングソリューション事業の３事業からなり、各事業について業務の

効率化等による収益性の向上、新たな事業への投資等による事業の拡大、事業構造改革に

継続的に取組んで参りました。平成22年８月期決算においては、棚卸資産の評価基準の厳

格化と債権債務管理の適正化を行い、これにより平成23年８月期以降は、決算期に多額の

評価損や貸倒引当金を計上し業績に負の影響を与えることは少なくなるものと考えてお

ります。 

一方で、パッケージディストリビューション事業及びデジタルディストリビューション

事業については、売上高の回復により営業利益を計上できる見込みが立ったことから、事

業構造改革の一環として、①スピード経営・自主独立経営の徹底、②各業種・業態に最適

な経営体制の確立、③変化に対応出来る柔軟な経営体制の確立、④ポートフォリオマネジ

メントに基づく選択と集中を徹底し、より強固な経営基盤の確立並びに成長促進を図る為

に、平成22年11月１日の取締役会において、当社を事業持株会社体制に移行し、平成23年

３月１日をもって当社の商号を「株式会社フォンツ・ホールディングス」に変更すること

を決議致しました。 

これにより、当社は今後、既存事業として基盤の確立しているパッケージディストリビ
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ューション事業とデジタルディストリビューション事業を平成23年３月１日をもって新

設分割により設立されるダイキサウンド株式会社に事業を承継させ、自主独立経営の徹底

を図るとともに、事業持株会社としてマーケティングソリューション事業の更なる拡大と

新規事業への取組み並びにグループ経営戦略の策定・推進等に注力して参ります。 

 

２．会社分割の要旨  

（1）分割の日程  

平成22年11月１日 新設分割計画決議取締役会  

平成22年11月29日 新設分割計画承認株主総会（予定）  

平成23年３月１日 分割効力発生日（予定）  

  

（2）分割方式  

当社を分割会社として、新設する新設分割設立会社に事業を承継させる新設分割

です。  

  

（3）株式の割当  

新設分割設立会社が発行する株式は、すべて分割会社である当社に割り当てます。    

  

（4）分割交付金  

分割交付金はありません。  

  

（5）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。  

  

（6）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  

分割会社に原籍を置き、新設分割設立会社に雇用契約が承継される従業員にかか

る分割会社の新株予約権については、当該権利を承継するものとします。  

  

（7）新設分割設立会社が承継する権利義務  

新設分割設立会社が当社から承継する権利義務は、別紙「承継する権利義務等の

明細」に記載のとおりとします。また、当社から新設分割設立会社への債務の承継

については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。  

   

（8）債務履行の見込み  

当社及び新設分割設立会社において、本件分割後の資産の額が負債の額を上回る

ことが見込まれ、また本件分割後に負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事

態は、現在のところ予定されておりません。したがって本件分割後においても、当

社及び新設分割設立会社の負担すべき債務について履行の見込みがあるものと判断

しております。 
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３．分割当事会社の概要 

(1)分割会社（平成22年11月１日現在） 

１．商号 ダイキサウンド株式会社（平成23年３月１日

をもって、商号を「株式会社フォンツ・ホー

ルディングス」に変更予定） 

２．事業内容 パッケージディストリビューション事業、デ

ジタルディストリビューション事業、 

マーケティングソリューション事業 

３．設立年月日 平成11年６月11日 

４．本店所在地 東京都千代田区麹町四丁目１番５号 

５．代表者 代表取締役社長 小野間 史敏 

６．資本金 1,888百万円 

７．発行済株式数 162,473株 

８．純資産（平成22年８月31日現在） △132百万円 

９．総資産（平成22年８月31日現在） 628百万円 

10．決算期 ８月31日 

11．大株主及び持株比率 アイシス・パートナーズ株式会社 58.69％ 

坂 田  修          12.34％ 

 

(2)新設分割設立会社（平成23年３月１日設立時（予定）） 

１．商号 ダイキサウンド株式会社 

２．事業内容 パッケージディストリビューション事業、 

デジタルディストリビューション事業 

３．設立年月日 平成23年３月１日 

４．本店所在地 東京都港区南青山三丁目１番31号 

５．代表者 代表取締役社長 磯貝 真輝 

６．資本金 ９百万円 

７．発行済株式数 ９株 

８．純資産 40百万円 

９．総資産 342百万円 

10．決算期 ６月30日 

11．大株主及び持株比率 株式会社フォンツ・ホールディングス 100％ 
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(3)分割会社の最近３決算期間の業績（連結） 

            （単位：千円） 

決算期 平成20年８月期 平成21年８月期 平成22年８月期 

売上高 3,891,695 2,590,845 1,620,119 

営業損失（△） △356,776 △176,368 △322,123 

経常損失（△） △365,162 △191,771 △440,749 

当期純損失（△） △264,732 △261,664 △313,861 

１株当たり当期 

純損失（△）（円） 
△5,388.24 △2,762.51 △2,170.90 

１株当たり配当金

（円） 
－ － － 

１株当たり純資産

（円） 

2,699.58 916.62 33.60 

 

４．分割する部門の概要 

(1)分割する部門の事業内容 

パッケージディストリビューション事業及びデジタルディストリビューション事業 

 

(2)分割する部門の経営成績（平成22年８月31日現在） 

（単位：百万円） 

 パッケージ／デジタル 

ディストリビューション 

(a) 

平成22年８月期実績 

（b） 

比率 

（a/b） 

売上高 1,403 1,620 0.86 

売上総利益 100 225 0.44 

営業損失(△) △593 △322 － 

経常損失(△) △597 △440 － 

 

(3)分割する資産、負債の項目及び金額（平成22年８月31日現在） 

（単位：百万円） 

資  産 負  債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 338 流動負債 308 

固定資産 4 固定負債 10 

合 計 342 合 計 318 
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５．新設分割新設会社の状況 

１．商号 ダイキサウンド株式会社 

２．事業内容 パッケージディストリビューション事業、 

デジタルディストリビューション事業 

３．本店所在地 東京都港区南青山三丁目１番31号 

４．代表者 代表取締役社長 磯貝 真輝 

５．資本金 ９百万円 

６．決算期 ６月30日 

 

 

６．会社分割後の上場会社の状況 

１．商号 株式会社フォンツ・ホールディングス 

２．事業内容 マーケティングソリューション事業及び持株

会社としてのグループ戦略立案・推進と事業

会社の経営監督 

３．本店所在地 東京都港区南青山三丁目１番31号 

４．代表者 代表取締役社長 小野間 史敏 

５．資本金 1,888百万円 

６．決算期 ８月31日 

 

 

７．今後の見通し  

本件分割により設立する新設分割設立会社は、当社の100％子会社であるため連結業績

に直接的な影響はありません。 

単体業績については、株式会社フォンツ・ホールディングスが、マーケティングソリュ

ーション事業及び持株会社としての子会社配当収入、経営指導料収入等で持株会社の運営

経費等を賄う収益構造となる予定です。  

なお、平成22年10月21日開示の「平成22年８月期  決算短信」に記載の個別業績予想（平

成22年９月１日～平成23年８月31日）につきましては、本件分割計画を織り込んだ予想数

値になっておりません。確定次第、あらためてお知らせいたします。 

 

以 上 
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別紙 

承継する権利義務等の明細 

 

新設分割設立会社の成立の日において、新設分割設立会社が本件分割により当社から承

継する権利義務については、次に定める通りとし、これらの権利義務のうち、資産及び債

務その他の負債（以下単に「負債」という。）については、平成22年８月31日現在の貸借対

照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに新設分割設立会社の成立の日の前日までの

増減を加除した上で確定する。 

 

1 資産 

新設分割設立会社は、次に掲げる資産（下記３に規定する知的財産を除く）のうち、

法令上承継可能なものを承継するものとする。 

① 本件事業に属する現預金、売掛金、受取手形、棚卸資産その他の流動資産の一切。 

② 本件事業に属する機械装置、車両・運搬具、工具・器具・備品、ソフトウェア及

びその他無形固定資産。 

③ 個別会計システムに係る資産 

④ 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資有価証券以外の資産のうち、本件

事業に属する資産の一切。 

2 負債 

新設分割設立会社は、個別会計システムに係る未払金及び未払費用並びに本件事業

に属する買掛金、未払金、未払費用その他の負債のうち、法令上承継可能なものをす

べて承継するものとする。 

3 知的財産権 

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権（以

下「知的財産権」という。）は、新設分割設立会社に承継されない。但し、新設分割設

立会社の成立の日において当社が所有し、本件事業に必要であると当社が認める知的

財産権については、当社が新設分割設立会社にその実施権又は使用権を付与する。 

4 雇用契約以外の契約上の地位等 

新設分割設立会社は、本件事業に属する売買契約、取引基本契約、業務委託契約、

リース契約、その他の契約における契約上の地位及びこれらの契約に付随する権利義

務を承継する。但し、これらの契約のうち。当社の本件事業以外の事業にも関わる契

約については、本件事業に関わる部分についてのみ承継される。 

5 雇用契約等 

新設分割設立会社は、本件分割により新設分割設立会社の成立の日において営業部

第１グループ及び営業部第２グループ、管理部オペレーショングループに原籍を置く

全ての従業員との雇用契約を当社から承継する。但し、これら以外の部署に原籍を置

く従業員のうち、本件事業に必要なものと当社が認める従業員については、本件分割

の手続とは別に、当該各従業員の同意を得た上で当社から新設分割設立会社に転籍さ

せる。 

6 許認可等 

新設分割設立会社は、本件事業に属する許可、承認、登録、届出等のうち、法令上

承継可能なものについて承継するものとする。 

 


