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会社分割（簡易吸収分割）に伴う事業の承継に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 10 月１日を効力発生日（予定）として、当社が行

う事業を、会社分割の方法により株式会社アクシスに承継すること（以下「本会社分割」といいます。）

について決議し、本日付で同社と吸収分割契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたし

ます。 

なお、本会社分割は、当社において、総資産の増加又は減少額が直前事業年度の末日における純資産

額の 10％未満であり、かつ、売上高の増加又は減少額が直前事業年度の売上高の３％未満であると見込

まれるため開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

１． 本会社分割の目的 

インターネットを介して車両運行管理を行うコネクティッド・フリートマネジメント事業である

「KITARO（キタロー）」は、当社の新規事業として平成 28年にスタートして以来、着実に成長し

てまいりました。今後、本サービスをご利用の契約者様に将来の利便性の向上をご享受いただくた

めに、システム開発に関して豊富な実績を持ち、当社の取引先である株式会社アクシスに本事業を

承継することといたしました。 

 

２． 本会社分割の要旨 

（１）本会社分割の日程 

取締役会決議日 平成 30年８月 28日 

分割契約締結日 平成 30年８月 28日 

実施日（効力発生日） 平成 30年 10月１日（予定） 

（注）当社が行う会社分割については、会社法第 784条第２項の規定に基づく簡易吸収分割に該当

するため、株主総会の承認決議を経ずに行うこととしております。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社を分割会社とし、株式会社アクシスを承継会社とする吸収分割です。 

 

 



（３）本会社分割に係る割当ての内容 

当社は、本会社分割の対価として株式会社アクシスより金銭 100百万円を受領する予定です。 

 

（４）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 

該当事項はありません。 

 

（５）本会社分割により増減する資本金 

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

本会社分割に関する資産、負債及び契約上の地位等の権利義務のうち、吸収分割契約において定め

るものを承継します。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日後において、当社及び株式会社アクシスが負担すべき債務については、履

行の見込みに問題はないと判断しております。 

 

３． 本会社分割に係る割当ての内容と算定の考え方 

本会社分割において当社が受領する金銭の算定については、承継する資産等の時価相当額等を算定

した結果を踏まえ、当社及び株式会社アクシスの間で協議の上決定いたしました。 

なお、算定の前提とする財務予測において、大幅な増減益は、見込んでおりません。 

 

４． 本会社分割の当事会社の概要 

分割会社（当社） 

（１）名称 株式会社オークネット 

（２）所在地 東京都港区北青山二丁目５番８号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤崎清孝 

（４）事業内容 四輪事業、デジタルプロダクツ事業、その他情報流通事業（中古バイ

ク、花き（切花・鉢物）、ブランド品）、その他事業 

（５）資本金 1,693,515千円 

（平成 30年７月 31日現在） 

（６）設立年月日 昭和 59年３月９日 

（７）発行済株式数 27,563,900株 

（平成 30年７月 31日現在） 

（８）決算期 12月 31日 

（９）大株主及び持株比率 

（平成 30年６月 30日現在） 

フレックスコーポレーション株式会社           41.98％ 

株式会社ナマイ･アセットマネジメント            7.27％ 

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 

オリエントコーポレーション口               4.71％ 

株式会社オリエントコーポレーション            4.71％ 



JP MORGAN CHASE BANK 380634            4.35％ 

藤崎 慎一郎                       3.38％ 

藤崎 真弘                         3.33％ 

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10          3.11％ 

フレックス株式会社                    3.07％ 

NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE FIDELITY FUNDS 2.77％ 

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 29年 12月期（連結） 

純資産 16,759,385千円 

総資産 27,644,516千円 

１株当たり純資産 604.33円 

売上高 19,409,333千円 

営業利益 3,245,387千円 

経常利益 3,321,609千円 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,767,535千円 

１株当たり当期純利益 66.97 円 

 

承継会社（株式会社アクシス） 

（１）名称 株式会社アクシス 

（２）所在地 東京都港区西新橋二丁目３番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 小倉 博文 

（４）事業内容 ソフトウェアの開発及び販売、コンピュータシステムの運営管理、コ

ンピュータシステムに関する調査、研究及びコンサルテーション等専

門サービスの提供 

（５）資本金 50,000千円 

（平成 30年７月 31日現在） 

（６）設立年月日 平成３年６月 12日 

（７）発行済株式数 20,000株 

（平成 30年７月 31日現在） 

（８）決算期 12月 31日 

（９）大株主及び持株比率 小倉博文                        65.00％ 

日向宏                           13.00％ 

山本浩史                          13.00％ 

横田佳和                           5.20％ 

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 29年 12月期（単体） 

純資産 1,130,135千円 

総資産 1,727,655千円 

１株当たり純資産 56,506.79円 

売上高 2,874,550千円 



営業利益 350,929千円 

経常利益 360,965千円 

当期純利益 208,235千円 

１株当たり当期純利益 10,411.79円 

 

５． 分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

インターネットを介して車両運行管理を行うコネクティッド・フリートマネジメント事業である

「KITARO」の提供 

 

（２）分割する部門の経営成績 

売上高 28百万円（平成 29年 12 月期） 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び帳簿価額 

  

資 産 負 債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流 動 資 産 64 百万円 流 動 負 債 ０百万円 

固 定 資 産 43 百万円 固 定 負 債 － 

合 計 107百万円 合 計 ０百万円 

（注）分割する資産及び負債の金額は、平成 30年６月 30 日現在の貸借対照表その他同日現在の計

算を基準に作成しております。実際に分割する資産及び負債の金額は、上記金額に本会社分

割の効力発生日までの増減を調整したうえで確定いたします。 

 

６． 本会社分割後の当社の状況 

本会社分割による当社の商号、事業内容、所在地、代表者の役職氏名、資本金、決算期の変更はご

ざいません。 

 

７． 今後の見通し 

本会社分割が当社連結業績に与える影響は軽微です。 

以 上 


