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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、本日の取締役会において、2020 年 4 月 1 日を効力発生日（予定）として、当社において
Web-ERP「GRANDIT」の販売・導入を行う GRANDIT 事業を、会社分割により当社の連結子会社で同
製品の開発を行う GRANDIT 株式会社（以下、
「GRANDIT 社」
）に承継させること（以下、
「本会社分
割」
）を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。
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います。

記
１．会社分割の目的
当社グループは、市場の変化や技術の進化へのスピーディな対応を行うとの経営方針のもと、経営
基盤、事業基盤の強化に取り組んでいます。
働き方改革や生産性向上の取り組み推進を背景に、ERP 市場は堅調に拡大し、特にクラウドサービ
ス化が進展すると予測されています。加えて、経済産業省の DX レポートにおいて企業のシステム刷
新の必要性が語られるなど、今後さらに ERP の需要が高まることが想定されます。
このような状況下、当社グループが行う GRANDIT 事業を統合する本会社分割は、現状の業務範囲
にとらわれない領域の拡大とスケールメリットによる製品強化や新サービス立ち上げの迅速化を目的
としています。
２．会社分割の要旨
（１）会社分割の日程
取締役会決議日
2020 年 2 月６日
契約締結日
2020 年２月 6 日
実施予定日（効力発生日）
2020 年４月１日（予定）
（注）本会社分割は、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、
GRANDIT 社では、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、GRANDIT 社を承継会社とする簡易吸収分割です。
（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）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
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。
また、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
本会社分割において、当社及び承継会社が負担すべき債務の履行の見込みに問題はないと判断し
ています。

３．分割当事会社の概要（2019 年９月 30 日現在）
分割会社
（１）名称
インフォコム株式会社
（２）所在地
東京都渋谷区神宮前二丁目 34 番 17 号
（３）代表者
代表取締役社長 竹原 教博
・情報システムの企画・開発・運用・
（４）事業内容
管理等の IT サービスの提供
・電子コミック配信サービスの提供
（５）資本金
1,590 百万円
（６）設立
1983 年２月 12 日
年月日
（７）発行済
57,600,000 株
株式数
（８）決算期
3 月 31 日
・帝人株式会社
55.1％
・日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社
（９）大株主
（信託口）
5.1%
及び
・日本ﾏｽﾀｰ･ﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社
持株比率 （信託口）
2.7%
・ｲﾝﾌｫｺﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員持株会 2.4％
・KBL EPB S.A. 107704
1.8%
（10）直前事業年度の経営成績及び財政状態
インフォコム株式会社
決算期
2019 年 3 月期（連結）
純資産
32,707 百万円
総資産
43,649 百万円
1 株当たり
595.05 円
純資産(円)
売上高
51,728 百万円
営業利益
6,889 百万円
経常利益
6,875 百万円
当期純利益
4,783 百万円
1 株当たり
87.46 円
当期純利益(円)

承継会社
GRANDIT 株式会社
東京都渋谷区神宮前二丁目 34 番 17 号
代表取締役社長 石川 研一
Web-ERP「GRANDIT」の開発・販売
95 百万円
2003 年 10 月 1 日
6,000 株
3 月 31 日

インフォコム株式会社 100%

GRANDIT 株式会社
2019 年 3 月期（単体）
819 百万円
1,083 百万円
136,505 円
842 百万円
104 百万円
104 百万円
56 百万円
9,453.83 円

※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」を記載しています。

４．分割する事業部門の概要
（１）分割する部門の事業内容
GRANDIT 事業：Web-ERP「GRANDIT」を中心としたソリューションとサービスの提供
（２）分割する部門の経営成績（2019 年 3 月 31 日現在）
売上高 785 百万円（2019 年 3 月期）
（３）分割する資産、負債の項目及び金額（2019 年 3 月 31 日現在）
資産

負債

項目

帳簿価額

流動資産
固定資産

項目

帳簿価額

214 百万円 流動負債
28 百万円 固定負債

99 百万円
-

合計
242 百万円 合計
（注）上記金額に効力発生日までの増減を加減して確定します。

99 百万円

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 GRANDIT 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。
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す。
以上

（参考）当期連結業績予想（2019 年 10 月 30 日公表分）及び前期連結実績
連結売上高
当期業績予想
(2020 年 3 月期)
前期実績
(2019 年 3 月期)

連結営業利益

連結経常利益

（単位：百万円）
親会社株主に帰属
する当期純利益

58,500

8,200

8,200

5,500

51,728

6,889

6,875

4,783

