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子会社との共同新設分割による会社分割（簡易新設分割）のお知らせ 
 

当社と当社子会社であるトッパン・フォームプロセス株式会社（以下「TFP」）は、本

日開催の両社の取締役会において、平成 24 年 1 月 4 日をもって下記の通り当社が滝山

工場、福生工場、川本工場、辰巳工場、および新潟工場において営む全ての事業（以

下「分割対象事業」）と TFP が営む全事業（以下併せて、「本件分割事業」）をそれぞ

れ分割し、トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社（新設会社。以下

「TFCP」）に承継させることを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、本会社分割は、当社において簡易会社分割（会社法第 805 条）に該当するた

め、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

１．本会社分割の目的 

当社は、ビジネスフォームの印刷およびダイレクトメール等の通知物のデータ・プリント・

サービス事業をコアビジネスとしておりますが、今般、さらなる生産効率の向上を目指し、

首都圏における印刷物の製造事業の集約による合理化を進め、また指示命令系統を一本化

することにより品質保証体制をより強固なものとした上で、より一層のコスト競争力の強

化を図ることと致しました。 

このために、当社は、平成 24 年 1 月 4 日をもって、通知物の印刷・封入・封緘等の事後

処理等を行っている当社子会社である TFP と共同新設分割を行うことにより TFCP（新設

分割設立会社）を設立し、迅速な意思決定と機動的な事業運営を行う体制を整え、国内市

場における顧客ニーズにさらにきめ細かく対応した事業展開をしてまいります。 

 

２．本会社分割の要旨 

（１）本会社分割の日程 

   新設分割計画作成日      平成 23 年 10 月 28 日（当社及び TFP） 

   新設分割計画承認取締役会   平成 23 年 10 月 28 日（当社及び TFP） 



   分割計画書承認株主総会    平成 23 年 11 月 21 日（TFP） 

   分割期日（効力発生日）    平成 24 年 1 月  4 日 

（注）本会社分割は、当社において簡易分割（会社法第 805 条）に該当するため、当社の

株主総会の決議を経ずに行われます。 

（２）本会社分割の方式 

当社及び TFP を新設分割株式会社とし、TFCP を新設分割設立株式会社とする共同

会社分割（新設分割）です。 

（３）本会社分割に係る割当ての内容 

TFCP は、本会社分割に際して普通株式 2,000 株を発行し、そのうち 1,300 株を当社

に割当て、700 株を TFP 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）本会社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 

   当社は、平成 18 年 6 月及び平成 19 年 6 月に、当社取締役等へのストックオプショ

ンを目的として新株予約権を発行しておりますが、本会社分割によるこれら新株予

約権の取り扱いについては、変更ありません。 

（６）本会社分割により増減する資本金 

   本会社分割により当社の資本金は減少しません。 

（７）TFCP が承継する権利義務 

   TFCP は、本会社分割に際して、当社及び TFP から本件分割事業に係る資産、負債

及び契約関係を承継します。 

（８）債務履行の見込み 

   本会社分割後において、当社、TFP 及び TFCP の負担すべき債務の履行の見込みは

あると判断しております。なお、TFCP が当社から承継する債務の全てについて、当

社が重畳的に債務引受を行います。 

 

３．分割当事会社の概要 

 トッパン・フォームズ株

式会社（新設分割会社）

平成23年 3月 31日現在

トッパン・フォームプロセ

ス株式会社（新設分割会

社） 

平成 23 年 3 月 31 日現在 

トッパン・フォームズ・

セントラルプロダクツ

株式会社 

（新設分割設立会社） 

平成 24 年 1 月 4 日見込

み 

（１）名称 トッパン・フォームズ株

式会社 

トッパン・フォームプロセ

ス株式会社 

トッパン・フォームズ・

セントラルプロダクツ

株式会社 



（２）所在地 東京都港区東新橋一丁

目７番３号 

東京都江東区新砂二丁目 3

番 5 号 

東京都八王子市戸吹町

2103 番地 

（３）代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 

櫻井 醜 

代表取締役社長  

林 隆司 

代表取締役社長 

亀山 明 

（４）事業内容 ビジネスフォーム（帳票

類）を中心とした各種印

刷物の販売、ならびにデ

ータ・プリント・サービ

スの提供 

コンピュータ関連帳票類

の処理・加工 

ビジネスフォーム（帳票

類）を中心とした各種印

刷物の製造、ならびにデ

ータ・プリント・サービ

スに関連する処理・加工

（５）資本金 11,750 百万円 100 百万円 100 百万円 

（６）設立年月日 昭和 30 年 5 月 2 日 昭和 53 年 7 月 10 日 平成 24 年 1 月 4 日予定

（７）発行済株式数 115,000,000 株 200,000 株 2,000 株 

（８）決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 

（９）従業員数 7,598 人（連結） 211 名 807 名 

（10）主要取引先 ヤマト運輸㈱、凸版印刷

㈱、東芝テック㈱ 

トッパン・フォームズ㈱ トッパン・フォームズ㈱

（11）主要取引銀行 ㈱三菱東京 UFJ 銀行、

㈱三井住友銀行、㈱みず

ほコーポレート銀行、住

友信託銀行㈱ 

㈱りそな銀行 （未定） 

（12）大株主及び 

持株比率 

凸版印刷㈱ 60.7％ 

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行㈱ 4.1％ 

日本マスタートラスト

信託銀行㈱ 2.6％ 

資産管理サービス信託

銀行㈱ 2.2％ 

トッパンフォームズグ

ループ従業員持株会

2.1％ 

（但し自己株式を除く）

トッパン・フォームズ㈱

100％ 

トッパン・フォームズ㈱

65％ 

トッパン・フォームプロ

セス株式会社 

35％ 

資本関係 TFP は当社の 100％子会社です。 

TFCP の発行済株式数 2,000 株のうち、当社が 1,300

株を保有し、TFP が 700 株を保有します。 

（13）当事者間の 

関係 

人的関係 TFP および TFCP の代表取締役社長は、当社の出身

です。 



TFCP には、当社、TFP、その他当社 100％子会社よ

り従業員が出向または転籍する予定です。 

取引関係 TFCP は当社から製品の製造を受託します。当社は、

TFCP に対し、工場・設備の賃貸等を行ないます。 

 

関連当事者への該当状

況 

TFP および TFCP は当社の連結子会社です。 

（14）最近 3 年間の財政状態及び経営成績 

トッパン・フォームズ株式会社 

（分割会社） （連結） 

トッパン・フォームプロセス株式会社

（分割会社） （単体） 

決算期 

平成 21 年 

3 月期 

平成 22 年

3 月期 

平成 23 年

3 月期 

平成 21 年

3 月期 

平成 22 年 

3 月期 

平成 23 年

3 月期 

純資産 133,623 138,781 140,733 536 626 631

総資産 185,635 187,092 186,576 1,860 2,015 1,601

1 株当たり純資産

（円） 

1,199.04 1,245.62 1,263.23 2,681.14 3,130.79 3,155.71

売上高 235,895 231,616 224,305 10,629 10,525 9,790

営業利益 15,687 12,997 10,308 593 711 736

経常利益 16,887 14,199 11,012 600 717 738

当期純利益 8,791 7,512 5,030 346 414 424

1 株当たり当期純利

益（円） 

79.20 67.68 45.32 1,731.07 2,074.65 2,124.93

1 株当たり配当金

（円） 

12.5 12.5 12.5 1,625 2,100 2,200

 

（１） 分割する製造部門の事業内容 

当社が滝山工場、福生工場、川本工場、辰巳工場、および新潟工場において営む全

ての事業ならびに TFP が営む全事業 

 

（２） 分割する部門の経営成績（平成 23 年 3 月期）   

①当社 

 分割する事業(a) 当社実績（連結）(b) 比率(a/b) 

売上高（百万円） 41,315 224,305 18.4%

 

 

 

 



②ＴＦＰ 

 分割する事業(a) 当社実績（連結）(b) 比率(a/b) 

売上高（百万円） 9,790 224,305 4.4%

 

（３） 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 23 年 12 月末見込み）（単位：百万円） 

①当社 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 － 流動負債 －

固定資産 42 固定負債 104

 

②ＴＦＰ 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 1,254 流動負債 985

固定資産 181 固定負債 13

 

４．本会社分割後の状況 

当社の商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金・決算期のいずれも分割による変更

はありません。なお、TFP は当社を存続会社として吸収合併を予定しております。 

 

５．今後の見通し 

TFCP（新設分割設立会社）は、当社の連結子会社であるため、当社の連結業績に与える影

響はありません。 

以 上 

 

 

 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 23 年 7 月 29 日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期業績予想 

（平成 24 年 3 月期） 

220,000 9,500 10,000 4,900 

前期実績 

（平成 23 年 3 月期） 

224,305 10,308 11,012 5,030 

 


