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平成23年４月27日 

各 位 
会 社 名  株式会社 サ ト ー  

代 表 者  代表取締役執行役員社長 西田 浩一 

（コード番号  6287 東証第一部） 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.sato.co.jp 

問い合わせ先  常務執行役員経営企画本部長 櫛田 晃裕 

電 話 番 号  03(6665)0639 

 
 

持株会社制移行に伴う新設分割計画及び吸収分割契約に関するお知らせ 

 

 
当社は、平成22年12月10日にて公表いたしましたとおり、平成23年10月３日付（予定）で、新設分割及び当社

の100％子会社に承継させる吸収分割（以下、新設分割と吸収分割を併せて「本会社分割」といいます。）により

持株会社制へ移行する予定ですが、本日開催の取締役会において、持株会社制への移行に関わる新設分割計画の

詳細及び100％子会社との吸収分割契約締結の承認について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

なお、当該決議は、平成23年６月24日開催予定の当社定時株主総会での承認を得られることを前提としており

ます。 

 本会社分割は、当社単独新設分割及び 100％子会社に事業部門を承継させる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．会社分割の目的 

（１）グループ全体の収益力・成長力の強化 

当社グループは、昨年度策定いたしました中期経営計画において、2012年度までに連結売上高950億円以

上、連結営業利益60億円以上、連結営業利益率６％以上、EPS100円以上を達成すべき目標として掲げてお

りますが、永続的な収益を伴った成長を成し遂げるためには、日本事業だけでなく、海外事業を含めたグ

ループ全体の事業活性化を実現し、グローバル市場のニーズに効率的に対応していく必要があると考えて

おります。 

特に事業コンセプトとして掲げている「DCS（データ・コレクション・システムズ）＆ Labeling」をこ

れまでリードしてきた日本事業は今後のグローバル事業拡大の基盤であり、グループ全体の成長を牽引し

ていく役割であることから、まずは日本事業の組織を、販売、製造、管理の各部門のより現場に近いとこ

ろに権限と責任を委ねる形に再編成し、専門性を追求することによってグループ経営強化をはかります。 

（２）イノベーションの促進と次世代経営人財の育成 

グループを独立した小さな企業の集合体に再編成することによって、自由闊達で革新的な企業風土を強

化し、また、再編成した各事業の経営を有為な人財に担わせることにより、次世代の経営人財を育成して

まいります。 

（３）成長事業・新規事業への積極投資 

グループの企業価値をさらに向上するために、新たな成長分野に対して積極的にグループ経営資源の重

点的かつ迅速投下を行ってまいります。 
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２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

平成22年12月３日       持株会社制移行決定取締役会 

平成23年４月27日       新設分割計画及び吸収分割契約承認取締役会 

平成23年６月24日（予定）   新設分割計画及び吸収分割契約承認株主総会 

平成23年10月３日（予定）   分割効力発生日及び分割登記 

 

（２）分割の方式 

①新設分割 

当社を分割会社とし、新設する株式会社サトー、サトープリンティング株式会社、サトーメカトロ

ニクス株式会社、サトーテクノラボ株式会社、サトー品質保証センター株式会社、サトーコミュニケ

ーションズ株式会社を新設分割設立会社とする新設分割です。 

②吸収分割 

当社を分割会社とし、当社の100％子会社であるサトーシステムサポート株式会社を吸収分割承継会

社とする吸収分割です。 

 

（３）分割に係る割当の内容 

各新設分割設立会社は、新設分割に際して、本事業に関する権利義務の対価として、それぞれ次に

定める数の普通株式を発行し、その全部を当社に交付いたします。 

また、吸収分割に際して、吸収分割承継会社（サトーシステムサポート株式会社）は、当社の完全

子会社であるため、株式、金銭その他一切の財産を交付いたしません。 

新設分割設立会社 普通株式の数 

株式会社サトー 80,000株 

サトープリンティング株式会社 6,000株 

サトーメカトロニクス株式会社 4,000株 

サトーテクノラボ株式会社 200株 

サトー品質保証センター株式会社 200株 

サトーコミュニケーションズ株式会社 200株 

 

（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、これらの取扱いに関しては、本会社分割によって変更は

ありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）分割により増減する資本金等 

    該当事項はありません。 

 

（６）承継する資産、債務、契約等の権利義務 

各新設分割設立会社及び吸収分割承継会社が当社から承継する権利義務は、グループ運営機能に関

するグループ共有資産等を除き、本会社分割の効力発生日現在の当社分割対象事業に属する資産、負

債、その他権利義務といたします。 

なお、各新設分割設立会社及び吸収分割承継会社が当社から承継する債務については、重畳的債務

引受の方法によるものといたします。 
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（７）債務履行の見込みに関する事項 

当社及び各新設分割設立会社ならびに吸収分割承継会社が負担すべき債務については履行の確実性

に問題はないものと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要 

 
分割会社 

平成23年３月31日現在 

新設分割設立会社 

平成23年10月３日設立時（予定） 

（１）商号 株式会社サトー 

（平成23年10月３日付でサトーホー

ルディングス株式会社に商号変更予

定） 

株式会社サトー（新設） 

（２）本店所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

（３）代表者の役職、氏名 代表取締役執行役員社長 

西田 浩一 

代表取締役社長 松山 一雄 

（４）事業内容 電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品、シール、ラベル、ＩＣ

タグ・ラベル、タグ、チケット、リ

ボン、ＭＣカード等サプライ製品の

製造及び販売 

電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品及びサプライ製品の販売

（５）資本金 6,331百万円 4,000百万円 

（６）設立年月日 昭和26年５月16日 平成23年10月３日 

（７）発行済株式数 32,001,169株 80,000株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 

（９）純資産 35,719百万円 5,540百万円 

（10）総資産 70,541百万円 19,586百万円 

（11）大株主及び持株比率 公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 

          11.83％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）    7.55％ 

株式会社サトー      5.90％ 

佐藤静江         4.99％ 

サトー社員持株会     4.42％ 

株式会社アリーナ     4.23％ 

資産管理サービス信託銀行株式会 

社（証券投資信託口）     3.25％ 

横井美恵子        2.82％ 

岩淵真理         2.66％ 

日本マスタートラスト信託銀行株 

式会社（信託口）     2.52％ 

サトーホールディングス株式会社 

  100％ 
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新設分割設立会社 

平成23年10月３日設立時（予定） 

新設分割設立会社 

平成23年10月３日設立時（予定） 

（１）商号 サトープリンティング株式会社（新

設） 

サトーメカトロニクス株式会社（新

設） 

（２）本店所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

（３）代表者の役職、氏名 代表取締役社長 宇敷 謙二 代表取締役社長 安江 大道 

（４）事業内容 サプライ製品の製造、販売 電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品の製造、販売 

（５）資本金 300百万円 200百万円 

（６）設立年月日 平成23年10月３日 平成23年10月３日 

（７）発行済株式数 6,000株 4,000株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 

（９）純資産 2,819百万円 314百万円 

（10）総資産 4,075百万円 835百万円 

（11）大株主及び持株比率 サトーホールディングス株式会社 

             100％ 

サトーホールディングス株式会社 

             100％ 

 

 
新設分割設立会社 

平成23年10月３日設立時（予定） 

新設分割設立会社 

平成23年10月３日設立時（予定） 

（１）商号 サトーテクノラボ株式会社（新設） サトー品質保証センター株式会社

（新設） 

（２）本店所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

（３）代表者の役職、氏名 代表取締役社長 山田 圭助 代表取締役社長 阿部 健勇 

（４）事業内容 電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品の開発、設計 

電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品及びサプライ製品の品質

保証、品質管理 

（５）資本金 10百万円 10百万円 

（６）設立年月日 平成23年10月３日 平成23年10月３日 

（７）発行済株式数 200株 200株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 

（９）純資産 35百万円 43百万円 

（10）総資産 115百万円 49百万円 

（11）大株主及び持株比率 サトーホールディングス株式会社 

             100％ 

サトーホールディングス株式会社 

             100％ 

 

 
新設分割設立会社 

平成23年10月３日設立時（予定） 

吸収分割承継会社 

平成23年３月31日現在 

（１）商号 サトーコミュニケーションズ株式会

社（新設） 

サトーシステムサポート株式会社 

（２）本店所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

（３）代表者の役職、氏名 代表取締役社長 高橋 麻子 代表取締役社長 松田 崇 

（４）事業内容 サプライ製品の印刷、加工ならびに

受注管理 

電子プリンタ等の保守サービス 

（５）資本金 10百万円 50百万円 
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（６）設立年月日 平成23年10月３日 平成18年４月３日 

（７）発行済株式数 200株 1,000株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 

（９）純資産 69百万円 1,219百万円 

（10）総資産 159百万円 3,864百万円 

（11）大株主及び持株比率 サトーホールディングス株式会社 

             100％ 

サトーホールディングス株式会社 

             100％ 

※ 新設分割設立会社の純資産及び総資産は、当社の平成23年３月31日現在の貸借対照表を基礎に作成 

しております。 

 

４．経営成績及び財政状態 

（１）分割会社の経営成績及び財政状態（連結） 

              （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

分割会社 
             決算期 

平成23年３月期 

連結純資産 34,929 

連結総資産 66,134 

１株当たり連結純資産（円） 1,156.88 

連結売上高 78,368 

連結営業利益 4,226 

連結経常利益 3,696 

連結当期純利益 503 

１株当たり連結当期純利益（円） 16.71 

１株当たり配当金（円） 34.00 

 

（２）吸収分割承継会社の経営成績及び財政状態 

             （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

サトーシステムサポート

株式会社 
         

決算期 
平成23年３月期 

純資産 1,219 

総資産 3,864 

１株当たり純資産（円） 1,219,803 

売上高 5,907 

営業利益 1,089 

経常利益 1,101 

当期純利益 614 

１株当たり当期純利益（円） 614,110 

１株当たり配当金（円） 1,000,000.00 

 

５．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

当社が営む電子プリンタ、ハンドラベラー等メカトロ製品、シール、ラベル、ＩＣタグ・ラベル、

タグ、チケット、リボン、ＭＣカード等サプライ製品の製造、販売、開発、設計、保守サービス、品

質保証、品質管理事業ならびに当該事業に関わる一切の事業。 
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（２）分割する部門の経営成績（平成23年３月期） 

 
分割する事業部門の

経営成績（a） 
当社実績（b） 比率（a／b） 

売上高 61,013百万円 61,013百万円 100.0％

売上総利益 23,630百万円 23,630百万円 100.0％

営業利益 2,653百万円 2,653百万円 100.0％

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成23年３月31日現在） 

① 電子プリンタ、ハンドラベラー等メカトロ製品及びサプライ製品販売事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 18,642百万円 流動負債 13,992百万円

固定資産 944百万円 固定負債 53百万円

合計 19,586百万円 合計 14,045百万円

 

② サプライ製品製造、販売事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 1,181百万円 流動負債 308百万円

固定資産 2,894百万円 固定負債 947百万円

合計 4,075百万円 合計 1,256百万円

 

③ 電子プリンタ、ハンドラベラー等メカトロ製品製造、販売事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 418百万円 流動負債 265百万円

固定資産 417百万円 固定負債 255百万円

合計 835百万円 合計 521百万円

 

④ 電子プリンタ、ハンドラベラー等メカトロ製品開発、設計事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 52百万円 流動負債 80百万円

固定資産 62百万円 固定負債 －百万円

合計 115百万円 合計 80百万円

 

⑤ 電子プリンタ、ハンドラベラー等メカトロ製品及びサプライ製品品質保証、品質管理事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 13百万円 流動負債 6百万円

固定資産 36百万円 固定負債 －百万円

合計 49百万円 合計 6百万円
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⑥ サプライ製品印刷、加工ならびに受注管理事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 21百万円 流動負債 65百万円

固定資産 138百万円 固定負債 24百万円

合計 159百万円 合計 90百万円

 

⑦ 電子プリンタ等保守サービス事業 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 43百万円 流動負債 24百万円

固定資産 1百万円 固定負債 －百万円

合計 44百万円 合計 24百万円

 

６．分割後の状況 

 分割会社 新設分割設立会社 

（１）商号 株式会社サトー 

（平成23年10月３日付でサトーホー

ルディングス株式会社に商号変更予

定） 

株式会社サトー 

（２）本店所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

（３）代表者の役職、氏名 代表取締役執行役員社長 

西田 浩一 

代表取締役社長 松山 一雄 

（４）事業内容 電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品、シール、ラベル、ＩＣ

タグ・ラベル、タグ、チケット、リ

ボン、ＭＣカード等サプライ製品の

製造及び販売 

電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品及びサプライ製品の販売

（５）資本金 6,331百万円 4,000百万円 

（６）決算期 ３月31日 ３月31日 

 

 新設分割設立会社 新設分割設立会社 

（１）商号 サトープリンティング株式会社 サトーメカトロニクス株式会社 

（２）本店所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

（３）代表者の役職、氏名 代表取締役社長 宇敷 謙二 代表取締役社長 安江 大道 

（４）事業内容 サプライ製品の製造、販売 電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品の製造、販売 

（５）資本金 300百万円 200百万円 

（６）決算期 ３月31日 ３月31日 
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 新設分割設立会社 新設分割設立会社 

（１）商号 サトーテクノラボ株式会社 サトー品質保証センター株式会社 

（２）本店所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

（３）代表者の役職、氏名 代表取締役社長 山田 圭助 代表取締役社長 阿部 健勇 

（４）事業内容 電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品の開発、設計 

電子プリンタ、ハンドラベラー等メ

カトロ製品及びサプライ製品の品質

保証、品質管理 

（５）資本金 10百万円 10百万円 

（６）決算期 ３月31日 ３月31日 

 

 新設分割設立会社 吸収分割承継会社 

（１）商号 サトーコミュニケーションズ株式会

社 

サトーシステムサポート株式会社 

（２）本店所在地 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

（３）代表者の役職、氏名 代表取締役社長 高橋 麻子 代表取締役社長 葉山 誠 

（４）事業内容 サプライ製品の印刷、加工ならびに

受注管理 

電子プリンタ等の保守サービス 

（５）資本金 10百万円 50百万円 

（６）決算期 ３月31日 ３月31日 

 

７．今後の見通し 

   本会社分割は、グループ単独の会社分割のため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 
以 上 
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≪分割後のサトーグループ体系図≫ 
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