
 

 

2022 年４月 26 日 

各 位 

 

代表者名： 代表取締役社長 松本 大輔 

（コード番号 9479 東証スタンダード市場） 

問合せ先： 執行役員 経営戦略室長  二宮 宏文 

（TEL ： 03 – 6837 – 5000 代表) 

 

グループ組織再編（簡易吸収分割）に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社 Impress Professional Works

（以下、IW）の組織再編および IW が担うグループの経営管理機能を当社へ承継する吸収分割の実施を決

議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． IW の組織再編について 

当社グループは、専門コンテンツ領域の強化とともに、メディアミックス展開による新規事業モデルお

よびプラットフォーム事業の開発による中期成長を目指しております。IW は、当社グループの出版事業を

中心とした販売・物流管理、人事・総務・経理等の経営管理を担う機能会社ですが、中期成長戦略の推進力

の強化を目的に、グループ共通の事業基盤（ビジネス・プラットフォーム）の構築・運営に特化した会社へ

再編し、経営管理機能については、当社が承継することといたします。 

再編後の IW は、商号を株式会社 IPG ネットワークに改め、従来の出版事業を中心とした共通事業基盤の

運営・構築から領域を拡大し、デジタル事業等におけるグループ共通のサービス基盤の構築・運営の役割ま

で担う会社へ位置付けを変更し、成長戦略を支える事業基盤の構築に取り組みます。 

また、経営管理機能については、当社に吸収することで、グループ戦略を担う部門として、付加価値の

高い経営管理機能を提供し、持続的な成長が可能なグループ運営体制の構築に取り組みます。 

 

２． 当社と IW 間の吸収分割について 

グループ経営管理機能の強化を目的に、当社連結子会社である IW が担っていた経営管理機能を、当社

に承継する吸収分割を実施いたします。なお、本吸収分割は完全子会社の事業を承継する簡易吸収分割で

あるため、開示事項・内容を一部省略して開示いたします。 

 

（１）本吸収分割の目的 

グループ戦略の策定機能およびガバナンス体制の強化、経営管理業務の効率化を目的としております。 

 

（２）本吸収分割の要旨 

①分割の日程 

 吸収分割契約承認取締役会（IW）     2022 年４月 25 日 

 吸収分割契約承認取締役会（当社）    2022 年４月 26 日 

 吸収分割契約締結（当社と IW 間）     2022 年４月 26 日 

 吸収分割の効力発生日           2022 年７月１日 



 

 

 

※本吸収分割は、承継会社である当社においては会社法第 796 条第２項に定める簡易分割、分割会社

である IW においては会社法第 784 条第１項に定める略式分割の要件を満たすため、いずれも株主総会

の承認を得ることなく行います。 

 

②分割方式 

 IW を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。 

 

③本吸収分割に係る割当の内容 

 本吸収分割による株式その他財産の割当はありません。 

 

④本吸収分割にともなう新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い 

 該当事項はありません。 

 

⑤本吸収分割により増減する資本金 

 該当事項はありません。 

 

⑥承継会社が承継する権利業務 

 ・資産、負債およびこれに付随する権利業務 

  承継会社は、吸収分割契約書に別段の定めがある場合を除き、本吸収分割により IW の分割対象事業

に関して有する資産、負債および契約上の地位その他これらに付随する権利業務を承継いたします。

ただし、法令上等の理由により承継できないもの、および当社、IW 間において承継の対象から除く

旨を別途合意したものを除きます。なお、債務の承継は重畳的債務引受の方法によるものといたし

ます。 

 

・労働契約上の権利業務 

  承継会社に承継される事業に主として従事する IW の従業員に係る雇用契約は承継いたします。 

 

⑦債務履行の見込み 

 本吸収分割において、当社および IW が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないと判断

しております。 

 

 

（３）当事会社の概要（2022 年３月 31 日時点） 

 

 分割会社 承継会社 

①名称 株式会社 

Impress Professional Works 

株式会社 

インプレスホールディングス 

②所在地 東京都千代田区神田神保町 1-105 東京都千代田区神田神保町 1-105 

③代表者役職・氏名 代表取締役社長 土田 米一 代表取締役社長 松本 大輔 

④主な事業内容 グループの経営および販売・物流

管理業務 

グループ経営・財務戦略の策定 

⑤設立年月日 2014 年７月１日 1992 年４月１日 

⑥資本金 30 百万円 5,341 百万円 

⑦発行済株式総数 600 株 37,371,500 株 

⑧決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 



 

 

⑨大株主および持株比率 ㈱インプレスホールディングス 

100％ 

㈲T&Co.         27.95％ 

塚本慶一郎       22.16％ 

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY 

JASDEC（常任代理人㈱三菱 UFJ銀行）                     

9.43％ 

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

(信託口)          5.91％ 

㈱日本カストディ銀行(信託口) 

             1.27％ 

 

（４）直前事業年度の財政状態および経営成績（2021 年３月期） 

 株式会社 

Impress Professional Works 

（個別） 

株式会社 

インプレスホールディングス 

（連結） 

純資産 274 百万円 8,555 百万円 

総資産 983 百万円 14,177 百万円 

１株当たり純資産（円） 457,710 円 255.72 円 

売上高 1,061 百万円 14,049 百万円 

営業利益 △33 百万円 836 百万円 

経常利益 △27 百万円 945 百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 △28 百万円 690 百万円 

１株当たり当期純利益（円） △48,234 円 20.74 円 

 

（５）会社分割の内容 

①分割事業の内容 

 IW が担っていた当社グループの経営管理機能 

 

②分割事業の 2022 年３月期における経営成績（売上高） 

 745 百万円（見込） 

 

③分割する資産および負債の項目ならびに金額 

 ①の事業に係る資産、負債を当社に承継します。なお、金額については現時点では確定しておりません。 

 

（６）本吸収分割後の状況 

 本吸収分割によって、分割会社である IW の 2022 年７月１日付の体制は、名称、代表者、事業内容が

以下のとおり変更となります。なお、承継会社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金に変更はあり

ません。 

 分割会社 承継会社 

①名称 株式会社 

IPG ネットワーク 

株式会社 

インプレスホールディングス 

②所在地 東京都千代田区神田神保町 1-105 東京都千代田区神田神保町 1-105 

③代表者役職・氏名 代表取締役社長 伯田 敦 代表取締役社長 松本 大輔 

④主な事業内容 グループ共通事業基盤の構築、運用 グループ経営・財務戦略の策定 

⑤資本金 30 百万円 5,341 百万円 



 

 

３．業績への影響 

  本件による当社連結業績への影響はありません。 

 

以上 

 

  

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社インプレスホールディングス 社長室 広報担当 

TEL: 03-6837-5000 代表 / E-mail: release@impressholdings.com 

URL：https://www.impressholdings.com/ 


