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会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 

 

本日開催の当社取締役会において、2018 年９月７日を効力発生日として、既存占いサービス事業（以

下、対象事業①）に関する権利義務を会社分割により新たに設立する株式会社 cocoloni に承継し（以下、

会社分割①）、また、占いプラットフォーム事業（以下、対象事業②）に関する権利義務を会社分割によ

り新たに設立する株式会社ワナップスに承継する（以下、会社分割②）ことを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

なお、会社分割①および会社分割②（以下、本件各会社分割）は、当社単独の新設分割であるため、

開示事項・内容を一部省略して記載しています。 

 

記 

 

１．本件各会社分割の目的 

当社は、堅調なモバイル向け占いサービス事業の収益基盤をベースに、占い潜在ユーザー層に向け

た新たな形の事業を確立すべく、動画配信サービスやリアルイベントの開催、新サービスの開発等、

積極的な投資を進めております。 

今回、当社の主要セグメントを担うこれら事業において、事業運営の自由度を高め、迅速かつ効率

的な意思決定を実現するため、かかる２つの事業を分社することに決定いたしました。分社を契機に

それぞれの事業に合わせた企業文化の醸成を進めることで、新たな挑戦を生み出しやすい環境を構築

していけるものと考えております。 

当社としましては今後、新規事業への投資や育成の役割を担うと同時に、関連子会社の経営をサポ

ートしていくことでグループ全体として更なる企業価値向上を目指してまいります。 

 

２．本件各会社分割の要旨 

 （１）会社分割の日程 

本件各会社分割は、当社において簡易会社分割の要件を満たしているため、当社の株主総会決議

を経ずに行います。 

 当社取締役会決議日     ：2018 年７月 20 日 

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 03-5656－2758（代表） 



 

 分割予定日（効力発生日）  ：2018 年９月７日（予定） 

 （２）会社分割の方式 

会社分割① 

当社を分割会社とし、株式会社 cocoloni を新設会社①とする新設分割（簡易新設分割）です。 

会社分割② 

当社を分割会社とし、株式会社ワナップスを新設会社②とする新設分割（簡易新設分割）です。 

 （３）会社分割にかかる割当ての内容 

本件各会社分割に際し、新設会社①は普通株式 10,000 株を、新設会社②は普通株式 10,000 株

を各々発行し、そのすべてを当社（分割会社）に割り当てます。 

（４）分割会社の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（分割会社）の発行する新株予約権の取扱いについて、本件各会社分割による変更はありま

せん。 

なお、当社は新株予約権付社債を発行していません。 

（５）会社分割により減少する資本金 

本件各会社分割による当社の資本金の減少はありません。 

（６）新設会社が承継する権利義務 

会社分割① 

新設会社①は、対象事業①を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産、負債、契約上

の地位その他の権利義務を承継いたします。なお、債務の承継は重畳的債務引受の方法によりま

す。 

会社分割② 

新設会社②は、対象事業②を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産、負債、契約上

の地位その他の権利義務を承継いたします。なお、債務の承継は重畳的債務引受の方法によりま

す。 

（７）債務履行の見込み 

本件各会社分割において、当社、新設会社①および新設会社②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ものと判断しております。 

  



 

３．本件各会社分割の当事会社の概要 

 会社分割① 

 分割会社（2018 年 4 月 30 日現在） 新設会社①（設立時点（予定）） 

名称 株式会社ザッパラス 株式会社 cocoloni 

所在地 東京都港区 東京都港区 

代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 川嶋 真理 代表取締役社長 小楠 裕彦 

事業内容 (1)「モバイルサービス事業」…モバイル

及び PC 向けサービスの企画制作・開発・

運営及び電話占い、動画配信サービス、

リアルイベントの運営 

(2)「海外事業」…Zappallas,Inc.（U.S.)

運営による占いサイト 

(3)「その他の事業」…法人向け ASP サー

ビスの提供やオンラインショッピングサ

イトの運営並びに旅行事業 

既存占いサービス事業： 

モバイル及び PC 向け占いサービスの

企画制作・開発・運営及び電話占い並

びにメディアサイトの運営 

資本金 1,476 百万円 100 百万円 

設立年月日 2000 年 3 月 27 日 2018 年 9 月 7 日（予定） 

発行済株式数 13,651 千株 10 千株 

決算期 4 月 4 月 

大株主および持株比率 株主名 持株比率  株式会社ザッパラス 100% 

川嶋真理 21.3% 

BBH フィデリティイントリ

ンシックオポチュニティズ

ファンド 

8.0% 

自社（自己株口） 6.7% 

合同会社クリムゾングループ 4.8% 

日本証券金融株式会社 2.9% 

分割会社の直前事業年度

の財政状態および経営成

績 

【連結決算】 

純資産  6,917 百万円 

総資産  7,378 百万円 

1 株当たり純資産 542.42 円 

売上高  4,408 百万円 

営業利益  △695 百万円 

経常利益  △700 百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 

 



 

△863 百万円 

1 株当たり当期純利益 △67.83 円 

 

 会社分割② 

 分割会社（2018 年 4 月 30 日現在） 新設会社②（設立時点（予定）） 

名称 株式会社ザッパラス 株式会社ワナップス 

所在地 以下、略 東京都港区 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野村 亮介 

事業内容 占いプラットフォーム事業： 

動画配信サービスを中心とした占い

コンテンツの企画制作・開発・運営及

びイベントの運営 

資本金 100 百万円 

設立年月日 2018 年 9 月 7 日（予定） 

発行済株式数 10 千株 

決算期 4 月 

大株主および持株比率 株式会社ザッパラス 100% 

分割会社の直前事業年度

の財政状態および経営成

績 

 

 

４．分割する事業の概要 

 （１）事業の内容 

   会社分割① 

モバイル及び PC 向け占いサービスの企画制作・開発・運営及び電話占い並びにメディアサイ

トの運営 

   会社分割② 

動画配信サービスを中心とした占いコンテンツの企画制作・開発・運営及びイベントの運営 

 

 （２）当該事業の営業成績（2018 年 4 月期実績） 

   会社分割① 売上高 3,259 百万円 

   会社分割② 売上高   28 百万円 

  



 

（３）分割する資産、負債の項目および金額（2018 年 9 月 7 日予定） 

   会社分割① 

                                   （単位：百万円） 

流動資産 851.3 負債 157.7 

固定資産 122.6 純資産 816.3 

合計 973.9 合計 973.9 

 

   会社分割② 

                                   （単位：百万円） 

流動資産 203.7 負債 66.4 

固定資産 28.6 純資産 165.9 

合計 232.3 合計 232.3 

     

５．本件各会社分割後の状況 

 分割会社 

（１）名称 株式会社ザッパラス 

（２）所在地 変更はありません。 

（３）代表者の氏名・役職 変更はありません。 

（４）事業内容 (1) グループ会社の経営管理 

(2) 新規事業投資 

（５）資本金 変更はありません。 

（６）決算期 変更はありません。 

新設会社①及び②については、「３．本件各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 

  本件各会社分割による連結業績への影響は軽微であります。 

以 上 


