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会 社 名  株式会社プラザクリエイト 

代 表 者  代表取締役社長 大島 康広 

（JASDAQコード番号7502） 

問合せ先  取締役管理本部長 大橋 正信 
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当社当社当社当社ととととVistaprint Distribution B.V.Vistaprint Distribution B.V.Vistaprint Distribution B.V.Vistaprint Distribution B.V.のののの子会社子会社子会社子会社であるであるであるであるビスタプリントビスタプリントビスタプリントビスタプリント・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社とのとのとのとの    

会社分割会社分割会社分割会社分割（（（（簡易吸収分割簡易吸収分割簡易吸収分割簡易吸収分割））））契約締結契約締結契約締結契約締結にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成26年2月28日を効力発生日として、当社事業の一部について、

当社を分割会社、Vistaprint N.V.（米国ＮＡＳＤＡＱ上場：ＶＰＲＴ、本店所在地：オランダ、ＣＥＯ：

ロバート・キーン氏、以下「ビスタプリント」といいます。）の完全子会社であるVistaprint Distribution 

B.V.（本店所在地：オランダ、業務執行取締役：ローレンス・ゴールド氏、以下「ＶＤＢＶ」といいます。）

の子会社であるビスタプリント・ジャパン株式会社（以下、「ＶＰＪ」といいます。）を承継会社とする会

社分割(吸収分割）(以下「本会社分割」といいます。）を行うことを決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

当社とビスタプリントの完全子会社ＶＤＢＶとの資本業務提携の一環として、当社が営むプリント製品

等の生産及び販売事業の一部（以下「譲渡対象事業」といいます。）に関する権利義務をＶＰＪに承継

させるため。 

２．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

① 吸収分割決議取締役会 平成26年１月22日 

② 吸収分割契約締結 平成26年１月22日 

③ 吸収分割の予定日（効力発生日） 平成26年２月28日（予定） 

（注）本会社分割は、会社法第784条に定める簡易吸収分割の規定により、当社において株主総会によ

る吸収分割契約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、ＶＰＪを吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

（３）会社分割にかかる割当ての内容 

ＶＰＪは本会社分割に際して新たに普通株式98株を発行し、当社は、譲渡対象事業の分割対価として

その全部の割当て交付を受ける予定です。これは、本会社分割の効力発生日における承継会社の発行済

株式総数の49%に相当します。 

（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 

該当事項はありません。 

（５）会社分割により増減する資本金等 

当社は、本吸収分割による資本金及び資本準備金の額の増減はありません。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

効力発生日におけるデジプリ事業を含む譲渡対象事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務の

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 

当社は、本会社分割の効力発生日以降における当社及び承継会社が負担すべき債務について、履行の

見込があるものと判断しております。 



３．本会社分割に係る割当の内容の根拠等 

本会社分割に際して、ＶＰＪが当社に対して交付する株式対価の算定については、本会社分割によりＶ

ＰＪに承継させる資産及び負債の時価相当額、並びにＶＰＪの本会社分割の効力発生日の前日最終時点

における同社の発行済み普通株式１株当たりの価値を基礎として、ＶＰＪと協議のうえ決定いたしまし

た（第三者の算定機関の意見は聴取しておりません）。 

４．分割当事会社の概要 

 分割会社（平成25年12月31日現在） 承継会社（平成26年１月22日現在） 

（１） 名称 株式会社プラザクリエイト（連結） ビスタプリント・ジャパン株式会社 

（２） 所在地 東京都中央区晴海一丁目８番10号 東京都中央区晴海一丁目８番10号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大島 康広 代表取締役 福岡武彦 

代表取締役 ローレンス・ゴールド 

（４） 事業内容 イメージング事業、モバイル事業 オンライン印刷事業 

（５） 資本金 100百万円 5千円 ＊１ 

（６） 設立年月日 昭和63年３月11日 平成25年12月10日 

（７） 発行済株式数 4,612,086株 1株 

（８） 決算期 ３月末 ６月末 

（９） 従業員数 70名 － 

（10） 主要取引先 ソフトバンクモバイル㈱、KDDI㈱ － 

（11） 主要取引銀行 ㈱みずほ銀行、㈱三菱東京UFJ銀行 

㈱商工組合中央金庫 

－ 

（12） 大株主及び持株比率 ㈱中部写真         40.52% 

富士フイルム㈱       16.33% 

㈱みずほ銀行（常任代理人 資産 

管理サー ビス信託銀行㈱）   4.13% 

プラザクリエイト従業員持株会 1.28% 

大島 康広                   1.26% 

㈱浅沼商会                   0.59% 

松田産業㈱                   0.58% 

日本生命保険相互会社         0.56% 

中津紙工㈱                   0.43% 

楽天証券㈱                   0.39% ＊２ 

Vistaprint Distribution B.V.  

（ＶＤＢＶ）100％ ＊３ 

（13） 当事会社間の関係（平成26年１月22日現在） 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（14） 直前事業年度の財政状況及び経営成績 ＊４ 

  平成23年 

3月期 

平成24年 

3月期 

平成25年 

3月期 

 

 純資産（百万円） 4,035 2,754 2,957  

 総資産（百万円） 11,584 10,854 10,370  

 １株当たり純資産（円） 1,005.92 713.35 765.73  

 売上高（百万円） 18,773 18,908 18,633  

 営業利益（百万円） △200 △406 298  

 経常利益（百万円） 17 △342 310  

当期純利益（千円） △163 △1,143 179   

１株当たり当期純利益(円） △38.45 △287.39 46.53  

 １株当たり配当金（円） 20.00 － 10.00  

＊１ 平成26 年１月22 日現在の数値。平成26年1月24日に255,000,000円へ増資予定。効力発生日までに追加の増資を行う

予定があります。 



＊２ (１)持株比率は発行済株式総数に対する所有株式数の割合を表示単位未満の端数の小数点以下第３位を四捨五入して

表示しております。 

(２)当社は平成25年９月30日現在で自己株式800,167株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 

(３)平成25年９月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。 

＊３ 平成26 年１月22 日現在の比率。本会社分割の効力発生日においてＶＤＢＶ（51%）、当社（49％）に変更予定。 

＊４ ビスタプリント・ジャパン株式会社（承継会社）は、新設会社のため、現時点で開示できる財務情報はありません。 

５．分割する事業部門の概要  

（１）デジプリ事業その他譲渡対象事業の内容 

デジプリ事業は、デジカメプリントのほか、年賀状やフォトブックをパソコン等からプリント注文  

できるサイトを運営しており、他社のポータルサイトのパートナーとしてもオンライン・プリントサー

ビスを行っています。譲渡対象事業には、その他にプリント製品等の生産事業の一部も含んでおります。 

（２）デジプリ事業等の経営成績 

 平成25年３月期 

デジプリ事業等実績（a） 

平成25年３月期 

個別実績（b） 

比率（a/b） 

売上高 362百万円 10,271百万円 3.5% 

営業利益 ＊38百万円 47百万円 80.4% 

経常利益 ＊38百万円 203百万円 18.8% 

＊当該営業利益及び経常利益は本社費等の管理費を含まない部門利益です。 

（３）デジプリ事業等の資産、負債の項目及び金額（平成25年12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 20百万円 流動負債 6百万円 

固定資産 82百万円 固定負債 8百万円 

合 計 102百万円 合 計 14百万円 

６．会社分割後の状況 

本会社分割における、当社の商号、事業内容（本会社分割の対象となっている事業を除く）、本店所在

地、代表者、資本金、決算期についての変更はありません。 

７．会計処理の概要 

本会社分割の会計処理において、平成26年３月期通期の個別業績及び連結業績への影響はございません。 

８．承継会社の親会社の概要（平成25年12月31日現在） 

名称 Vistaprint Distribution B.V.（ＶＤＢＶ） 

本店の所在地 Hudsonweg 8, 5928 LW Venlo, The Netherlands 

日本国内における事務所について、該当事項はありません。 

代表者の役職及び氏名 業務執行取締役 ローレンス・ゴールド 

事業の内容 持株会社（日本事業のための株式保有会社） 

設立年月日 2013年3月14日 

資本金 １ユーロ 

発行済株式数 １株 

決算期 平成26年6月30日（予定） 

従業員数 0人 

主要取引先 該当事項はありません。 

主要取引銀行 該当事項はありません。 

大株主及び持株比率 Vistaprint N.V.（ビスタプリント） 100% 

９．今後の見通し 

本会社分割に伴う平成26年３月期通期の個別業績及び連結業績への影響は軽微であります。 

以 上 


