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 2022年5月12日 

各 位 

会社名 株式会社マクロミル 

代表者名 代表執行役社長 グローバル CEO 

佐 々 木  徹 

 （ コ ー ド 番 号 ： 3 9 7 8  東 証プライム） 

問合わせ先 コーポレートコミュニケーション・IR本部 

 （ T E L   0 3 - 6 7 1 6 - 0 7 0 6 ） 

 
 

会社分割（簡易吸収分割）及び承継会社の子会社化に関するお知らせ 
 
 

本日、当社及び株式会社SOUTH（以下「SOUTH社」といいます）は、当社のDMP（データマネジ

メントプラットフォーム）事業本部が営む事業（以下「データコンサルティング事業」といいます）

をSOUTH社に承継させる会社分割（以下「本件分割」といいます）を行うことを両社の取締役会で決

議し、吸収分割契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。 

なお、本件分割は、当社の総資産の減少額がその直前事業年度の末日における純資産額の10%未

満、かつ、当社の売上高の減少額がその直近事業年度の売上高の3%未満であることが見込まれるこ

とから、開示事項及び内容を一部省略しています。 

また、本件分割により当社はSOUTH社の株式の71%を取得することで、同社は当社の連結子会社とな

り、商号を株式会社エイトハンドレッド（英文名称：Eight Hundred, Inc・略称：EHI）に変更する予定

ですので、併せてお知らせします。 

記 

I. 会社分割について 

1. 本件分割の目的 

当社が営むデータコンサルティング事業を、事業親和性の高いマーケティングコンサルティン

グ事業を営むSOUTH社へ承継させ、当社のデータコンサルティング事業を承継したSOUTH社

（以下「統合新会社」といいます）を当社の連結子会社とすることで、統合新会社の事業基盤及

び市場ポジションを拡大し、もって当社グループの売上及び利益の拡大を目指す方針です。 

2. 本件分割の要旨 

(1) 本件分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会（当社） 2022年5月12日 

吸収分割契約承認取締役会決定（SOUTH社） 2022年5月12日 

吸収分割契約締結 2022年5月12日 

吸収分割契約承認株主総会（SOUTH社） 2022年6月1日（予定） 

吸収分割の効力発生日 2022年7月1日 

注：当社は会社法第784条第2項の定めに基づき、株主総会の承認を得ることなく吸収分割を行います。 

(2) 本件分割の方式 

当社を分割会社とし、SOUTH社を承継会社とする吸収分割です。 

(3) 本件分割に係る割当ての内容 

SOUTH社は、本件分割に際して2,450株を発行し、その全部を当社に割り当てます。 
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(4) 本件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 

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。 

(5) 本件分割により増減する資本金 

本件分割による当社の資本金の変動はありません。 

(6) 承継会社が承継する権利義務 

SOUTH社は、当社が承継させるデータコンサルティング事業に関する権利義務を承継します。 

(7) 債務履行の見込み 

本件分割後SOUTH社が負担すべき債務につき、履行の見込みに問題はないと判断しています。 

3. 本件分割に係る割当ての内容根拠等 

本件分割後において保有する事になる株式数の公平性、妥当性を確保するため、分割会社が継承

会社へ承継させる事業の価値、承継させる資産や負債等に関し、両者間で慎重に協議を重ね、類似

上場会社比較法による価値算定を行った上で、本件分割により承継される本件価格に見合うものと

して分割会社に交付される株式の数を合意しました。なお、当社は本件分割について、第三者算定

機関から算定書を取得していません。 

4. 分割当時会社の概要 

 分割会社 承継会社 

① 商号 株式会社マクロミル 株式会社SOUTH 

② 所在地 東京都港区港南2-16-1  東京都港区港南 2-16-1 

③ 代表者の役職・氏名 代表執行役社長 グローバルCEO 

佐々木 徹 

代表取締役社長 

結田 康太 

④ 事業内容 マーケティングリサーチ事業 マーケティングコンサルティング事業 

⑤ 資本金 1,062百万円（2021年6月時点） 1百万円（2022年2月末時点） 

⑥ 設立年 2000年1月31日 2020年3月3日 

⑦ 発行済株式数 

(自己株式を除く) 

39,462,665株（2022年3月31日時点） 1,000株（2022年2月28日時点） 

⑧ 決算期 6月 2月 

⑨ 大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行 16.3% 

Northern Trust Co. 15.3% 

株式会社日本カストディ銀行 15.3% 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 4.2% 

志野文哉 2.8% 

結田 康太 50.0% 

勅使川原 晃司 50.0% 

⑩ 直前事業年度の財務状態及び経営成績 

 2021年6月期（連結） 2022年2月期 

純資産 29,236 百万円 75百万円 

総資産 84,041百万円 156百万円 

1株当たり純資産 739円44銭 74,694円96銭 

売上高 43,175百万円 213百万円 

営業利益 5,362百万円 27百万円 

経常利益 4,887百万円 37百万円 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

2,822百万円 30百万円 

一株当たり当期純利益 70円08銭 30,959円71銭 

注： 当社は国際会計基準（IFRS）を適用しており、上記純資産は親会社の所有者に帰属する持分合計の額を、

経常利益は税引前利益の額を、それぞれ記載しています。 
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5. 分割する事業部門の概要 

(1) 分割する部門の事業内容 

DMP事業本部が営むデータコンサルティング事業 

(2) 分割する部門の経営成績（2021年6月期） 

 対象事業実績 (a) 当社実績（単体）(b) 比率 (a/b) 

売上高 240百万円 22,523百万円 1.07%  

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（2021年6月30日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

固定資産 -  固定負債 -  

流動資産 100百万円 流動負債 4百万円 

合計 100百万円 合計 4百万円 

注： 実際に分割する資産及び負債は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した金額となります。 

6. 本件分割後の状況 

本件分割による分割会社の商号、事業内容、所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期の

変更はありません。承継会社については、本件分割の効力発生日をもって、以下とする予定です。 

(1) 商号 株式会社エイトハンドレッド（英文名称: Eight Hundred, Inc・略称: EHI） 

(2) 所在地 東京都港区港南二丁目16番1号（変更なし） 

(3) 
代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 大畑 翔柄 （現 当社 執行役員DMP事業本部長） 

代表取締役副社長 結田 康太 （現 SOUTH社 代表取締役社長） 

(4) 資本金 3,450,000円 

(5) 決算期 6月決算 

7. 今後の見通し 

本件分割による分割会社の業績への影響は軽微です。 
 
 
 

II. 子会社化について 

1. 株式の取得の理由 

「 I. 会社分割について」で記載した、本件分割により当社データコンサルティング事業をSOUTH

社に承継する対価としSOUTH社株式を取得するものです。 

2. 異動する子会社（SOUTH社）の概要 

「 I. 会社分割について 4. 分割当時会社の概要」に記載のとおりです。 

資本関係： 記載すべき資本関係はありません 

取引関係： 当社が提供しているデータコンサルティングサービスの一部を外注しています  

人的関係： 記載すべき人的関係はありません 
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3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1)  異動前の所有株式数 所有株式数 － 株 

（議決権の数 － 個） 

（議決権所有割合 － %） 

(2) 取得株式数 所有株式数 2,450株 

（議決権の数2,450個） 
 

(3) 異動後の所有株式数 所有株式数 2,450株 

（議決権の数 2,450個） 

（議決権所有割合 71.0%） 
注： 上記株式は、「 I. 会社分割について」で記載した本件分割により当社データコンサルティング事業を

SOUTH社に承継する対価として取得するもので、当該株式の取得に伴う金銭の授受はありません。 

なお、当該対価（承継する事業に係る株式価値）の価額は、当社（単体）の直前会計年度の純資産額

の15%未満です。 

4. 日程 

(1) 取締役会決議日（吸収分割契約承認） 2022年5月12日 

(2) 契約締結日（吸収分割契約） 2022年5月12日 

(3) 株式取得日（吸収分割の効力発生に伴う） 2022年7月1日 

5. 今後の業績に与える影響 

当社連結業績に与える影響は軽微なものと見込んでいますが、今後公表すべき事項が発生した場

合には速やかにお知らせします。 
 
 

以 上 


