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会社分割（簡易新設分割）による子会社の設立に関するお知らせ 

 

当社は平成 27 年７月 17 日開催の取締役会において、当社のコマース関連事業に属する藤巻百貨店部門の事業

（以下、「本事業」という。）の権利義務を新たに設立する株式会社カラモ（以下、「新設会社」という。）に承継させる新

設分割（以下、「本件新設分割」という。）を行うことを決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 

なお、本件新設分割は当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

１． 本件新設分割の目的 

当社は中核事業であるコンテンツ事業に経営資源を集中させていくという方針のもと、グループ戦略の見直しを図

ってまいりました。この基本方針に則り、本事業につきましては分社化、別会社とすることとし、経営の機動性を高め、

事業のさらなる拡大・発展を目指していくことを目的としています。 

 

２． 本件新設分割について 

（１） 会社分割の日程 

取締役会決議日 平成 27 年７月 17 日 

効力発生日 平成 27 年８月６日 

（注）本件新設分割は、会社法第 805 条に規定する簡易分割であるため、株主総会の承認を得ることなく行います。 

 

（２） 会社分割の方式 

当社を分割会社とし、新設会社を設立する新設分割（簡易分割）方式です。 

 

（３） 会社分割に係る割当ての内容 

新設会社は本件新設分割に際して普通株式 1,000 株を発行し、当社に株式すべてを割当交付いたします。 

 

（４） 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。 

会 社 名 株式会社ザッパラス 

代表者名 代表取締役会長兼社長 川嶋 真理 

 （コード番号 3770 東証第一部） 

問合せ先 取締役 小林 真人 

Ｔ Ｅ Ｌ 03-6434-1036（代表） 



 

 

（５） 会社分割により増減する資本金 

本件新設分割により減少すべき資本金はありません。 

 

（６） 新設会社が承継する権利義務 

新設会社は当社から本件新設分割に際し、当社の平成 27 年４月 30 日現在の貸借対照表その他同日現在 

の計算を基礎とし、これに分割期日の前日までの増減を加除した本事業に関する資産、債務、雇用契約 

その他の権利義務を承継します。 

 

（７） 債務履行の見込み 

当社及び新設会社は本件新設分割の効力発生日以降における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。 

 

３． 会社分割当事者の概要 

 分割会社（当社） 

（平成 27 年４月 30 日現在） 

新設会社（予定） 

（１） 名称 株式会社ザッパラス 株式会社カラモ（予定） 

（２） 所在地 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 12 番 19

号 東建インターナショナルビル 

東京都渋谷区渋谷 2 丁目 12 番 19

号 東建インターナショナルビル 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長  

川嶋 真理 

代表取締役 中村 亮 

（４） 主な事業内容 モバイルコンテンツの企画制作・開

発・運営 

オンラインショッピングサイト「藤巻

百貨店」の運営 

（５） 資本金 1,476 百万円 10 百万円（予定） 

（６） 設立年月日 2000 年 3 月 27 日 2015 年８月６日 

（７） 発行済株式数 13,651,000 株 1,000 株（予定） 

（８） 決算期 ４月 30 日 ４月 30 日（予定） 

（９） 従業員数 244 名 10 名（予定） 

（１０） 大株主および持株比率 川嶋真理 21.33% 

ビービーエイチ フィデリティピュー

リタン フィデリティ シリーズ イント

リンシック オポチュニティズ ファン

ド 8.05% 

合同会社クリムゾングループ 4.89%

株式会社ＳＢＩ証券 2.49% 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社ザッパラス 100% 



 

株式会社（信託口） 1.57% 

（１１） 当事会社間の関係 資本関係 当社は、新設会社の発行済株式の全株式を保有

する予定です。 

人的関係 設立時において、当社の取締役２名が、当該会社

取締役を兼務する予定です。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該

当状況 

新設会社は、当社の子会社となる予定であり、関連

当事者に該当します。 

（１２） 純資産 8,490 百万円（連結） - 

（１３） 総資産 10,168 百万円（連結） - 

（１４） １株当たり純資産 663.78 円（連結） - 

（１５） 売上高 7,581 百万円（連結） - 

（１６） 営業利益 516 百万円（連結） - 

（１７） 経常利益 728 百万円（連結） - 

（１８） 当期純利益 242 百万円（連結） - 

（１９） 1 株当たり当期純利益 19.02 円（連結） - 

（２０） 1 株当たり配当金 10 円（予定）  

（注）新設会社は、今後設立される予定の会社のため確定した最終事業年度の財政状態および経営成績はありません。 

 

４． 分割する事業部門の概要 

（１） 分割する部門の事業内容 

オンラインショッピングサイト藤巻百貨店の運営 

 

（2） 分割する部門の経営成績 

 平成 27 年４月期 藤巻百貨店 部門 実績 

売上高 402 百万円

 

（3） 分割する資産、負債の項目および金額（平成 27 年４月 30 日現在 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 59 百万円 流動負債 49 百万円

固定資産 - 固定負債 -

合計 59 百万円 合計 49 百万円

（注）当社の分割する資産および負債については、上記金額に分割期日までの増減を加除した上で確定いたします。 

 

 



 

５． 会社分割後の当社及び新設会社の状況 

本件新設分割後の当社及び新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に

ついては「３．会社分割の当事会社の概要」をご参照ください。 

 

６． 今後の見通し 

本件が当社の連結業績に与える影響はありません。 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 27 年６月 12 日公表分）及び前期連結実績 （単位：百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

平成 28 年４月期 

連結業績予想 

百万円

7,450

百万円

0

百万円 

- 

百万円

-

平成 27 年４月期 

連結実績 
7,581 516 728 242

 

 

以 上 


