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2022 年６月 10 日 

各 位  

会 社 名 ラクスル株式会社 

代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝 

（コード：4384、東証プライム市場） 

問合せ先 取締役 CFO     永見 世央 

 （TEL．03－6629－4893） 

 

 

会社分割（簡易新設分割）、新設会社の株式譲渡及び第三者割当増資による 

セイノーホールディングス株式会社との合弁に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、ハコベル（物流のプラットフォーム）事業を会社分割により

新設会社に承継し（以下「本新設分割」）、同新設会社の一部株式をセイノーホールディングス株式会

社（以下「セイノーHD」）に譲渡すること（以下「本株式譲渡」）を決議しましたので、下記のとおり

お知らせします。また、同時に新設会社がセイノーHD に対して第三者割当増資を実施（以下「本第三者

割当」）し、合弁会社として運営していくこと等に関する契約について、セイノーHD との間で本日付に

て締結することを決議しましたので、併せてお知らせいたします。 

なお、当該一連の取引の結果、新設会社は当社の持分法適用会社となります。また、本新設分割は、

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 

 

I. 本件の目的  

当社は、2015 年 12 月にハコベル（物流のプラットフォーム）事業（以下「本事業」）を開始

し、マッチングプラットフォーム及び配車管理システムの提供を通じ、物流業界全体の生産性を上

げ、需給・稼働を最適化するプラットフォーム事業を運営しております。 

また、合弁会社のパートナーとなるセイノーHD は、現中期経営計画にて、顧客の課題解決に貢献

する「価値創造型総合物流商社」への進化を掲げ、デジタルプラットフォームの構築や外部リソー

スとの連携による「オープンパブリックプラットフォーム」の構築、及び生産・在庫・配送の最適

化されたスマートサプライチェーンの実現を目指しております。 

近年、輸配送ニーズが増え続ける一方、労働環境や低賃金によるトラックドライバー不足等を背

景とした「2024 年問題」をはじめとする需給ギャップの課題は深刻化しております。このような環

境の中、両社の強みを持ち寄り新しい価値を共創していくことにより、効率的な物流ネットワーク

の実現、さらには物流業界全体の課題解決に資すると考えられることから、ハコベル株式会社を設

立し、合弁会社として運営することと致しました。 

これまで物流業界で積み上げられてきたセイノーHD のブランド・商業物流の実績・顧客基盤と、

当社が本事業を通して培ってきたブランド・テクノロジー・オペレーションの力を掛け合わせ、業

界・企業間の垣根を超えた「共創・共生」を目指す「オープンパブリックプラットフォーム」の実

現を目指してまいります。 

 

 

II. 本新設分割について 

1. 本新設分割の要旨 

（1） 本新設分割の日程  

新設分割計画承認取締役会決議日：  2022 年６月 10 日 

分割期日（効力発生日）：    2022 年８月１日（予定） 

※ 本新設分割は、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） 本新設分割の方式 

当社を分割会社とし、ハコベル株式会社を新設分割設立会社とする簡易新設分割でありま

す。  



 

2 
 

（3） 本新設分割に係る割当ての内容 

新設会社であるハコベル株式会社は、本新設分割に際して普通株式 100,000 株を発行し、そ

の全株式を当社に交付します。 

 

（4） 本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に係る取扱い 

該当事項はありません。 

 

（5） 本新設分割により増減する資本金 

本新設分割による当社の資本金の増減はありません。  

 

（6） 新設会社が承継する権利義務 

新設会社であるハコベル株式会社は、本事業に関する資産、負債、契約上の地位、その他の

権利義務を、2022 年６月 10 日付新設分割計画の定めに従って承継いたします。なお、債務の

承継については、免責的債務引受の方法によるものとします。 

 

（7） 債務履行の見込み 

本新設分割後において、新設会社であるハコベル株式会社が負担すべき債務について、その

履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

2. 本新設分割の当事会社の概要 

 分割会社 

（2022 年６月 10 日現在） 

新設会社 

（2022 年８月１日予定） 

名称 ラクスル株式会社 ハコベル株式会社 

所在地 東京都品川区上大崎二丁目 24 番９号 東京都品川区上大崎二丁目 24 番９号 

代表者の  

役職・氏名 
代表取締役社長 CEO 松本 恭攝 代表取締役社長 狭間 健志 

事業内容 印刷・集客支援のプラットフォーム

「ラクスル」及び物流のプラットフォ

ーム「ハコベル」の運営 

物流のプラットフォーム「ハコベル」

の運営 

資本金 2,683 百万円 300 百万円（予定） 

設立年月日 2009 年９月１日 2022 年８月１日（予定） 

発行済株式数 29,025,400 株 100,000 株（予定） 

決算期 ７月 31 日 ３月 31 日 

大株主及び持

株比率 

（2022 年４月

30 日現在） 

日本マスタートラスト  

信託銀行株式会社（信託

口） 

松本 恭攝            

株式会社日本カストディ

銀行（信託口）          
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ラクスル株式会社 100.00% 
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3. 分割会社の最近３年間の経営業績及び財政状態  

 2019 年７月期 2020 年７月期 2021 年７月期 

純資産（百万円） 6,809 6,801 7,996 

資産合計（百万円） 9,246 19,379 21,916 

一株当たり純資産（円） 244.88 236.73 260.02 

売上高（百万円） 16,503 19,434 25,523 

営業利益（百万円） 143 △244 220 

経常利益（百万円） 130 △368 130 

当期純利益（百万円） 69 △494 160 

一 株 あ た り 当 期 純 利 益

（円） 
2.51   △17.64 5.62 

（注）2022 年７月期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、売上高は当該会計基準

等を遡って適用した後の数値となっております。 

 

4. 分割する事業部門の概要 

（1） 分割する事業の内容 

ハコベル（物流のプラットフォーム）事業 

 

（2） 分割する事業の経営成績（2021 年７月期） 

売上高 2,936 百万円  

（注）2022 年７月期より収益認識会計基準等を適用しており、2021 年７月期の売上高は当該

基準等を遡って適用した後の数値となっております。 

 

（3） 分割する資産、負債の項目及び金額（2022 年５月 31日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 898 百万円 流動負債 596 百万円 

固定資産 88 百万円 固定負債 - 百万円 

合計 986 百万円 合計 596 百万円 

（注）実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本新設分割の効力発生日までの増減を

加除したうえで確定いたします。 

 

5. 本新設分割後の状況 

本新設分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更

はありません。 

 

 

III. 本株式譲渡及び本第三者割当について 

1. 本株式譲渡の相手方及び本第三者割当の引受先の概要  

名称 セイノーホールディングス株式会社 

所在地 岐阜県大垣市田口町１番地 

代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長 田口 義隆 

事業内容 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、航空運送・海上運送の代

理店業、通関業、国際複合一貫輸送事業他 

資本金 42,481 百万円 

設立年月日 1946 年 11 月１日 

大株主および持

株比率 

（2022年３月 31

日現在） 

公益財団法人 田口福寿会  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 

株式会社 十六銀行  

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

日野自動車株式会社 

株式会社大垣共立銀行 

13.94% 

10.99% 

7.63% 

3.49% 

2.86% 

2.33% 

2.17% 
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 

アドニス株式会社  

東京海上日動火災保険株式会社 

2.15% 

1.76% 

1.62% 

当社と当該会社

との関係 

資本関係 現時点における当該事項はありません。 

人的関係 現時点における当該事項はありません。 

取引関係 当社と当該会社との間には、営業上の取引関係がありま

す。 

関連当事者への該

当状況 

現時点における当該事項はありません。 

当該会社の最近

３年間の連結経

営成績及び連結

財政状態 

決算期 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 

連結純資産 

（百万円） 
432,813 422,634 433,520 

連結総資産 

（百万円） 
654,532 672,247 685,266 

一株当たり 

連結純資産(円) 
2,175.29 2,297.61 2,375.05 

連結売上高 

（百万円） 
625,626 592,046 607,657 

連結営業利益 

（百万円） 
29,697 24,560 27,545 

連結経常利益 

（百万円） 
31,505 27,751 30,269 

親会社株主に帰属

する当期純利益

（百万円） 

25,848 16,660 17,255 

一株あたり連結当

期純利益（円） 
128.41 89.31 94.59 

一株あたり配当金

（円） 
39.00 27.00 29.00 

（注）2022年 3月期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、2022年 3月期に係る各

数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。 

 

2. 第三者割当増資の概要 

発行株式数 42,858 株 

発行総額 1,500,030,000 円 

増資後発行済株式数 142,858 株 

割当先 セイノーホールディングス株式会社 

払込日 2022 年８月８日（予定） 

増資後の当社所有株式数 100,000 株（議決権所有割合：70.0%） 

 

3. 譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

株式譲渡前の所有株式数 100,000 株（議決権所有割合：70.0％） 

譲渡株式数 28,714 株 

株式譲渡後の所有株式数 71,286 株（議決権所有割合：49.9％） 

譲渡価額につきましては、株式譲渡先との秘密保持契約により非開示とさせていただきますが、 

双方協議の上、交渉により決定しており、公正な価額と認識しております。 

 

4. 日程 

取締役会決議日 2022 年６月 10 日 

株式譲渡契約締結日 2022 年６月 10 日 

株式引受契約、株主間契約締結日 2022 年８月８日（予定） 

株式譲渡、第三者割当実行日 2022 年８月８日（予定） 
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IV. 今後の見通し  

本件による当社の業績への影響については、同日公表の「2022 年７月期連結業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 

以上 


