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平成 30年 12月 13 日 

各  位 

会 社 名  凸 版 印 刷 株 式 会 社                 

代表者名  代表取締役社長  金子 眞吾 

（コード番号  ７９１１  東証第一部） 

問合せ先  取締役執行役員財務本部長

  黒部 隆 

（TEL．０３ － ３８３５ － ５６６５） 

 

 

会社分割（簡易吸収分割）による事業の承継に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成30年12月13日開催の取締役会において、平成31年４月１日を効力発生日（予定）として当

社の電子チラシサービス（Shufoo!）関連事業（以下、「本件事業」）を会社分割により当社の連結子会社であ

る株式会社マピオン（以下、「マピオン」）に承継させることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

なお、本会社分割は、当社の100％子会社に事業部門を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事

項・内容を一部省略して開示しております。 
 

記 

 

１．会社分割の目的 

当社は、地域・生活者に密着したパーソナルサービス提供の一環として、国内最大級の電子チラシサー

ビス（Shufoo!）を代表とする IT サービスの企画・開発を行ってまいりました。一方、当社の連結子会社である

マピオンは地図情報サービスの提供を核としたパーソナル領域における IT サービスの企画・開発を行って

おります。 

両事業はパーソナル領域における IT サービスの提供という面で親和性、相互補完性が高いことから、本

件事業の集約によるノウハウの共有化や機能の最適化を通じて、IT 市場の急速な変化・高度化への対応力

を高め、事業創出力を強化するのみならず、今後の IT サービス領域における当社グループ全体の機能強

化が図れると判断したものであります。 

 

２．会社分割の要旨 

（1）会社分割の日程 

吸 収 分 割 承 認 取 締 役 会 平成 30年 12月 13日 

契 約 締 結 日 平成 30年 12月 13日 

分割予定日（効力発生日） 平成 31年４月１日（予定） 

※本会社分割について、当社では会社法第784条第２項に規定する簡易吸収分割に該当し、マピオン

では、会社法第796条第１項に規定する略式吸収分割に該当するため、両社とも株主総会の承認を

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、マピオンを承継会社とする簡易吸収分割です。 
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（3）会社分割に係る割当ての内容 

当社と当社100％出資の連結子会社との間で行われる会社分割であるため、本会社分割に

際して株式の割り当て、その他対価の交付は行いません。 

 

（4）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行済みの新株予約権について、本会社分割による取扱いの変更はありません。 

 

（5）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 

当社は、本会社分割により本件事業に係る資産・負債及びこれらに付随する権利義務のうち、吸収

分割契約において定めるものをマピオンへ承継いたします。 

 

（7）債務履行の見込み 

本会社分割後における当社及びマピオンが負担する債務履行の見込みについては、問題ないもの

と判断しております。 

 

３．会社分割の当事会社の概要（平成 30年３月 31日現在） 

 分割会社 承継会社 

（1）名称 凸版印刷株式会社 株式会社マピオン 

（2）本店所在地 東京都台東区台東一丁目５番１号 東京都港区芝浦三丁目 19 番 26 号 

（3）代表者 代表取締役社長 金子 眞吾 代表取締役社長 中尾 光宏 

（4）事業内容 

情報コミュニケーション事業分野、生活・

産業事業分野、エレクトロニクス事業分

野など 

地図検索サービスを核としたＩＴサービスの

開発・運営業務など 

（5）資本金 104,986 百万円 600 百万円 

（6）設立年月日 明治 33 年１月 17 日 平成９年１月 20 日 

1997 年 1 月 20 日 

 

（7）発行済株式数 349,706 千株 12 千株 

（8）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

（9）大株主及び 
  持株比率 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社 

信託口 

7.27％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 

信託口 

5.47％ 

日本生命保険相互会社 

4.63％ 

第一生命保険株式会社 

2.83％ 

東洋ｲﾝｷ SC ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

2.64％ 

凸版印刷株式会社 

100.0％ 
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（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 
凸版印刷株式会社 株式会社マピオン 

平成 30 年３月期（連結） 平成 30 年３月期（単体） 

純資産 1,303,674 百万円 1,035 百万円 

総資産 2,147,932 百万円 1,350 百万円 

１株当たり純資産 3,531.07 円 86,296.51 円 

売上高 1,452,751 百万円 1,930 百万円 

営業利益 52,290 百万円 74 百万円 

経常利益 54,638 百万円 78 百万円 

当期純利益 42,267 百万円 51 百万円 

１株当たり当期純利益 131.32 円 4,217.57 円 

※当社は平成 30 年 10 月１日を効力発生日として普通株式２株につき１株の割合をもって株式併合を

実施しております。これに伴い当社の「発行済株式数」、「１株当たり純資産」及び「１株当たり

当期純利益」は、平成 30年３月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算出しております。 

※当社及びマピオンは平成 31 年３月期の期首から「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業

会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）の適用による表示方法の変更を行いましたため、平成 30

年３月期の財政状態は、当該変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。 

※当社の「当期純利益」欄には「親会社株主に帰属する当期純利益」を記載しております。 

 

４．分割する事業部門の概要 

（1）分割する部門の事業内容 

当社が運営する電子チラシサービス（Shufoo!）等のパーソナル領域におけるITサービス事業の企

画・開発業務。当サ-ビスは小売流通企業のチラシをはじめとした買い物情報を商圏内の生活者へ配

信するほか、チラシの閲覧回数や閲覧された記事のデータを収集・分析するマーケティング機能を備

えた総合O2Oソリューションサービスです。 

 

（2）分割する部門の経営成績（平成 30年３月 31日現在） 

売上高 4,035百万円 

 

（3）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 30年９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 ―百万円 流動負債 ―百万円 

固定資産 350百万円 固定負債 ―百万円 

合計 350百万円 合計 ―百万円 

※平成 30 年９月 30 日現在の貸借対照表をもとに算出しているため、実際に承継される金額は上記金

額に本会社分割の効力発生日までの増減を加除したものとなります。 
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５．会社分割後の状況 

（1）当社の状況 

本会社分割による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の

変更はありません。 

 

（2）承継会社の状況 

本会社分割によるマピオンの本店所在地、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。名称、

代表者の役職・氏名は未定です。 

 

 

６．今後の見通し 

本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以  上 


