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持分法適用関連会社であるアスマル株式会社を通じたアスクル株式会社との 

資本・業務提携の解消に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年 6 月 27 日開催の取締役会において、当社持分法適用関連会社であるアスマ

ル株式会社（以下、アスマル）を通じたアスクル株式会社（以下、アスクル）との平成 21 年 11

月 11 日付締結の資本・業務提携の解消ならびに当社が保有するアスマルの全株式をアスクルへ譲

渡することを、本日開催のアスクル取締役会における決議を停止条件として決議いたしましたの

で、下記の通りお知らせいたします。これにより、アスマルは当社の持分法適用関連会社より除

外されることとなります。 

 

記 

 

１，提携解消の理由・内容等 

当社とアスクルは、平成21年11月11日に、インターネットによる個人向け通信販売事業の新

たな構築及び展開を図るために設立されたアスマルを通じて、アスクルとの資本・業務提携を

行いました。 

その後、両社共同で新たな個人向けＥＣサイトの拡大につとめてまいりましたが、アスクル

のＢtoＣ事業における方針の変更により、今後の対応について双方協議の結果、当社が保有す

るアスマルの全株式をアスクルへ譲渡することといたしました。 

なお、本件によりアスマルを通じたアスクルとの資本・業務提携関係は解消いたしますが、

当社は今後も友好的な関係を継続してまいります。 

なお、アスマルの取締役に就任しておりました当社 代表取締役社長 兼 グループＣＥＯ 佐藤 

輝英、及びアスマルの監査役に就任しておりました当社 常勤監査役 上保 康和は、本日付で辞任

により退任いたします。 

 

 



 

２，異動（譲渡）する持分法適用関連会社の概要 (平成 24 年 5月 20 日現在） 

(1)  名称 アスマル株式会社 

(2)  所在地 東京都江東区豊洲三丁目 2番 3号 

(3)  代表者の役職・氏名 代表取締役 酒川（木村） 美代子 

(4)  主な事業内容 インターネットによる個人向け通信販売事業 

(5)  資本金  40 百万円 

(6)  設立年月日 平成 21 年 11 月 10 日 

(7)  決算期 5 月 20 日 

(8)  純資産 △2,076 百万円 

(9)  総資産 223 百万円 

(10) 出資比率 アスクル株式会社 80% 

株式会社ネットプライスドットコム 20％ 

 

３，提携解消の相手方の概要  

(1)  名称 アスクル株式会社 

(2)  所在地 東京都江東区豊洲三丁目 2番 3号 

(3)  代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岩田 彰一郎 

(4)  主な事業内容 下記商品およびサービスにおける通信販売事業 

文房具、事務用品、オフィス家具、什器備品、オフィスイ 

ンテリア用品、コンピュータ周辺機器、ソフトウェア、書 

籍、食料品、日用雑貨品、清涼飲料水、衣料品、家庭用電 

化製品、衛生用品、医薬品、医療機器、介護用品、名刺お 

よび封筒の印刷作成・伝票等の名入れサービス、オフィス 

レイアウトサービス 

(5)  資本金  20,035 百万円（平成 24 年 5 月 20 日現在） 

(6)  設立年月日 昭和 38 年 11 月 2 日 

(7)  決算期 5 月 20 日 

(8)  大株主及び持株比率 ヤフー株式会社 (42.47%) 

（平成24年 5月20日現在） プラス株式会社 (15.42%) 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (5.31%) 

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (3.44%) 

 野村信託銀行株式会社 (2.25%) 

 プラス技研株式会社 (1.99%) 

 今泉 壮平 (1.71%) 

 岩田 彰一郎 (1.66%) 

 今泉 英久 (1.47%) 

 今泉 忠久 (1.46%) 

 

 

 



 

資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係

はありません。また、当社はアスマル普通株式 400

株（発行済み株式数に対する割合：20％）を保有

しております。 

人的関係 の間には、記載すべき人的関係当社と当該会社と

はありません。また、当社はアスマルへ取締役 1

名（兼務）、監査役 1名（兼務）を派遣しておりま

す。 

取引関係 当該会社との間には、記載すべき取引関係当社と

はありません。また、当社ならびに当社の関連会

社はアスマルと業務委託および事務所の賃貸借取

引がありました。（平成 23 年 9月期中に取引終了）

(9）上場会社と当該会社 

 

関連当事者 

の関係 

への該当状況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。

また、当社はアスマルを持分法適用関連会社とし

ております。 

(10) 最近 3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 23 年 5 月期 平成 22 年 5 月期 平成 21 年 5 月期 

連結純資産 17,271 百万円 19,326 百万円 16,633 百万円

連結総資産 72,010 百万円 72,241 百万円 73,979 百万円

１株当たり連結純資産 534.01 円 611.85 円 528.97 円

連結売上高 197,0 188,9 190,470 百万円 91 百万円 69 百万円

連結営業利益 5,357 百万円 7,014 百万円 8,240 百万円

連結経常利益 5,275 百万円 6,913 百万円 8,246 百万円

連結当期純利益 △1,015 百万円 3,485 百万円 4,528 百万円

１株当たり連結当期純利益 △32.73 円 112.35 円 114.69 円

１株当たり配当金 30.00 円 30.00 円 30.00 円

 

４，提携解消の日程 

   平成 24 年 6 月 27 日 

 

，今後の見通し  

結業績に与える影響は軽微であり、業績予想の変更はございません。 

（注）本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手可能な情報から得られた判

当社取締役会 

資本業務提携契約解約合意（締結）日  平成 24 年 7 月 4日 

株式譲渡契約合意（締結）日   平成 24 年 7 月 4日 

株式譲渡実行日    平成 24 年 7 月 4日 

５

本件による当社の連

断及び仮定を前提にしており、実際の業績は様々な要因によって異なる結果となりえることをご承知ください。 

以  上 


