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会社分割（簡易吸収分割）及び連結子会社の商号変更に関するお知らせ 
 

当社と当社の連結子会社である株式会社エルム（以下、「エルム」と言う。）は、本日開催の当社

及びエルム取締役会において、平成 23 年４月１日を効力発生日として、当社の中堅・中小企業向

けパッケージソリューション事業（以下、「中堅・中小企業向けＥＲＰ事業」と言う。）をエルムに

承継することを決議し、吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 また、平成 23 年３月下旬に開催予定のエルム定時株主総会の決議を条件として、効力発生日と

同時に、エルムは「ＦｕｔｕｒｅＯｎｅ株式会社」に商号変更する予定でございますので、併せて

お知らせいたします。 

なお、本会社分割は、完全子会社が承継会社となる簡易会社分割であるため、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 

わが国の経済は、リーマンショックに端を発する世界的な景気減速から徐々に回復しつつ

あり、その流れは大企業から中堅・中小企業へ広がりつつあります。それに伴い、抑制され

ていたＩＴ投資に関しても回復基調にあり、更に新たなイノベーションを求めて戦略的なＩ

Ｔ投資を実施する企業も増えてまいりました。また、中国を始めとするアジア市場への積極

進出する企業も増えており、グローバル対応できるＩＴシステムへのニーズの増加も期待さ

れます。 

このような中、当社グループでは大企業向けのエンタープライズソリューションに加えて、

中堅・中小企業向けＩＴソリューション事業の強化が急務であるとの判断に至りました。現

在、当社グループ内に分散している当該事業を再編し、今後も増加が見込まれるＩＴシステ

ムへのニーズに対してより迅速に、かつ付加価値の高いサービス提供ができる体制を構築い

たします。そこで、当社の中堅・中小企業向けＥＲＰ事業を分社化しエルムに承継させる吸

収分割契約を締結することといたしました。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

分割契約承認取締役会決議日（両社） 平成 23 年２月８日 

分 割 契 約 締 結 日 平成 23 年２月８日 

分 割 効 力 発 生 日 平成 23 年４月１日（予定） 

（注）当社は会社法第 784 条第３項に定める簡易分割の手続きにより、また、エルムは会社

法第 796 条第１項に定める略式分割の手続きにより、株主総会の承認を得ないで本会

社分割を行う予定です。 

 

 



 

（２）分割方式 

当社を分割会社とし、エルムを承継会社とする吸収分割であります。 

 

（３）分割に係る割当ての内容 

本分割は当社の完全子会社に事業を承継させる吸収分割であることから、株式の割当ては

行いません。 

 

（４）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、その取扱いに変更はありません。 

 

（５）分割により減少する資本金等 

本分割による資本金の増減はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

効力発生日における当社の中堅・中小企業向けＥＲＰ事業に関する資産、負債及びこれに

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エルムが負担すべき債務については、履行の見込みに問

題がないと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

 分割会社 承継会社 

（１）名称 フューチャーアーキテクト株

式会社 

株式会社エルム 

（２）所在地 東京都品川区大崎一丁目２番

２号 

東京都品川区大崎二丁目９番

３号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 CEO 金丸恭文

代表取締役社長 COO 安延申 

代表取締役社長 利山史郎 

（４）事業内容 最先端の IT を駆使し、高品質

かつ柔軟性・拡張性に富んだ未

来価値のあるシステムを構築

することで顧客に最適なソリ

ューションを提供する IT コン

サルティング 

中堅・中小企業向け業態別業務

支援システム「Type-p/REX」、

基幹業務システム「SOLViT」、

EOS システムの開発、販売、サ

ポート及び EC サイトの構築 

（５）資本金 1,421 百万円 200 百万円 

（６）設立年月日 平成元年 11 月 28 日 平成 14 年 10 月１日 

（７）発行済株式数 476,640 株 5,026 株 

（８）決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

（９）大株主及び持株比率  (有)キー・ウェスト 

ネットワーク     25.1％ 

金丸恭文       22.1％ 

当社         4.2％ 

当社        100.0％ 

 

 

 



 

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 平成 22 年 12 月期（連結） 平成 22 年 12 月期（単体） 

純資産 10,662 百万円    843 百万円 

総資産 13,931 百万円  1,218 百万円 

１株当たり純資産  23,349.47 円 180,326.39 円 

売上高 22,639 百万円  1,749 百万円 

営業利益  3,141 百万円     55 百万円 

経常利益  3,281 百万円     57 百万円 

当期純利益  1,591 百万円     22 百万円 

１株当たり当期純利益   3,485.23 円   4,643.00 円 

 

４．分割する事業の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

 中堅・中小企業の業務特性に合わせたアプリケーションソフトウェア「NewRRR」の導入に関

わるサービス、当該システム導入後の保守サービス関する事業であります。 

 

（２）分割する部門の経営成績（平成 22 年 12 月期） 

 
中堅・中小企業向け

ＥＲＰ事業部門（ａ）
当社実績（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 

売上高 449 百万円 14,290 百万円 3.1％ 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産   140 百万円 流動負債    26 百万円 

固定資産    ４百万円 固定負債    －百万円 

合計   145 百万円 合計    26 百万円 

 

５．会社分割後の当社及び承継会社の状況 

  平成 23 年３月 25 日に開催予定のエルム定時株主総会の決議を条件として、効力発生日（平

成 23 年４月１日予定）と同時に、エルムは「ＦｕｔｕｒｅＯｎｅ株式会社」に商号変更する予

定でございますが、その他は上記「３．分割当事会社の概要」に記載の内容から変更ありませ

ん。 

 

６．今後の見通し 

  承継会社は当社の完全子会社であるため、本分割が当社の連結業績に与える影響はありませ

ん。また、単体業績に与える影響は軽微であります。 

 

（ご参考）当期（平成 23 年 12 月期）業績予想及び前期（平成 22 年 12 月期）実績 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

当期業績予想 24,500 百万円 3,400 百万円 3,450 百万円 1,950 百万円 4,270.40 円 

前期実績 22,639 百万円 3,141 百万円 3,281 百万円 1,591 百万円 3,485.23 円 

 

以 上  


