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平成 28 年 3 月 25 日 
各 位 

会 社 名   株式会社 SCREEN ホールディングス 
代表者名   取締役社長             垣内  永次 

 (コード番号7735 東証 第１部) 
問合せ先  経営企画室長       石川  義久 

TEL (075) 414 - 7192 
 

会社分割に伴う準備会社の設立および分割契約の締結（簡易吸収分割）に関するお知らせ 
 

当社は、平成 28 年 3 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 10 月 1 日(予定)を効力発生日
として、当社 100％出資の分割準備会社２社（以下、「承継会社」）を本日設立し、当該承継会社に
当社のソフトウエア開発関連事業および知的財産関連業務をそれぞれ吸収分割により承継するため
に、承継会社との間で吸収分割契約をそれぞれ締結すること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。 

なお、本件分割は、当社 100％子会社との間で行う吸収分割であるため、開示内容の一部を省略し
て開示しております。 

 
記 

 
1. 会社分割の目的 

当社は、半導体機器、印刷・プリント基板関連機器、ＦＰＤ機器の３事業および製造支援・製造請
負、シェアードサービスの２業務を分社し、平成 26 年 10 月より持株会社体制に移行しております。
持続的成長と中長期的な企業価値向上に向け、組織体制の一層の効率化および責任と権限の明確化を
図るため持株会社体制における経営と執行の分離をさらに推し進める必要があると考えております。 

このような考えの下、当社は、ソフトウエア開発関連事業の拡大に向けて IoT、ビッグデータ、分
析、AI、画像処理などを利用した新たなソリューションビジネスの展開を加速するため、またグロー
バルレベルで変化する事業環境に直面する知的財産関連業務に関してより迅速かつ幅広く、高度な専
門性を持った効率的な体制を構築するため、それぞれ会社分割を行うことといたしました。 
 
2. 会社分割の要旨 

（１） 分割日程 
 子会社の設立（設立登記）  平成 28 年  3 月 25 日（金） 
 取締役会決議（分割契約の承認）平成 28 年  3 月 25 日（金） 
 吸収分割契約の締結      平成 28 年  3 月 25 日（金） 

     分割予定日（効力発生日）   平成 28 年 10 月  1 日（土） 
 
(注) 本会社分割は、会社法第 784 条第２項に定める簡易吸収分割の規定により、当社における吸収
分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。 
 

（２） 分割方式 
分割準備会社 2 社を吸収分割承継会社として、当社のソフトウエア開発関連事業および知的

財産関連業務に関して有する権利義務を各承継会社に対してそれぞれ承継させる分社型吸収
分割の方式により行います。 
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（３） 吸収分割に係る割当ての内容 
承継会社であるスクリーンソフトウエア分割準備株式会社、スクリーン知財分割準備株式会

社は本件分割に際して普通株式をそれぞれ発行し、これを全て分割会社である当社に割当て交
付いたします。 

 
（４） 当該組織再編に伴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 
  当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 
 
（５） 分割により減少する資本金等 
  本件分割により、資本金等の減少はありません。 
 
（６） 承継会社が承継する権利義務 

    承継会社は、本件分割により当社のソフトウエア開発関連事業および知的財産関連業務に関
する資産、負債およびこれらに付随する権利義務をそれぞれ承継します。ただし、その性質又
は規定により分割承継が困難な契約上の地位などの一部を除きます。 

 
（７） 債務履行の見込み 

本件分割において、当社および承継会社の負担すべき債務につきましては、履行の見込みに
問題がないものと判断しております。なお、承継会社が承継する債務については、重畳的債務
引受の方法によるものとしております。 

 
 

3. 分割会社の概要（平成 27 年３月 31 日現在） 
（１） 名称：株式会社 SCREEN ホールディングス 
（２） 本店所在地：京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町 1 番地の 1 
（３） 代表者の役職、氏名：取締役社長    垣内  永次 
（４） 事業内容：主に持株会社としてのグループ会社の経営管理業務 
（５） 資本金：540 億円 
（６） 設立年月日：昭和 18 年 10 月 11 日 
（７） 発行済株式数：253,974,333 株 
（８） 決算期：3 月 31 日 
（９） 大株主および持株比率： 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）       9.15 % 
         日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）   6.41 % 
                 日本生命保険相互会社                  3.60 % 
                 株式会社京都銀行                    2.65 % 
                 SCREEN 取引先持株会シンクロナイズ           1.83 % 
                 株式会社りそな銀行                    1.79 % 
                 株式会社滋賀銀行                    1.67 % 
                 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 1.65 % 
                 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 1.60 % 
                 SCREEN 従業員持株会                       1.55 % 
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（１０） 直前事業年度の財政状態および経営成績（連結） 
 

     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

4. 承継会社の概要 
  承継会社 承継会社 

（１） 名称 
スクリーンソフトウエア分割準備

株式会社 
スクリーン知財分割準備 

株式会社 

（２） 事業内容 
当社から会社分割により事業を承継
するために必要な準備業務 

当社から会社分割により事業を承継
するために必要な準備業務 

（３） 設立年月日 平成 28 年 3 月 25 日 平成 28 年 3 月 25 日 

（４） 本店所在地 
京都市上京区堀川通寺之内上る四丁
目天神北町 1 番地の 1 

京都市上京区堀川通寺之内上る四丁
目天神北町 1 番地の 1 

（５）代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 
垣内 永次 

代表取締役社長 
垣内 永次 

（６）資本金 10 百万円 10 百万円 
（７）発行済株式数 200 株 200 株 
（８）決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 
（９）大株主および持株比
率状況 

株式会社 SCREEN ホールディングス 100% 

（１０）上場会社と当該会社との関係等 
資本関係 承継会社は当社の 100％子会社であります。 
人的関係 分割会社の取締役 1 名が承継会社の取締役を兼務しております。 
取引関係 承継会社は営業を開始していないため、取引関係はありません。 

関連当事者への該当状況 当社の連結子会社です。 
（１１）直前事業年度の財政状態および経営成績 
決算期 

平成 28 年 3 月 25 日設立のため開示すべき事項はありません。 
 

純資産 
総資産 
売上高 
営業利益 
経常利益 
当期純利益 

 
 
 

決算期 平成 27 年 3 月期   
連結純資産 111,513 百万円 
連結総資産 249,516 百万円 
1 株当たり連結純資産 467.13 円 
連結売上高 237,645 百万円 
連結営業利益 17,167 百万円 
連結経常利益 16,096 百万円 
連結当期純利益 12,122 百万円 
1 株当たり連結当期純利益 51.07 円 
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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 

承継会社 分割する部門の事業内容 
スクリーンソフトウエア分割準備株式会社 ソフトウエア開発関連事業 
スクリーン知財分割準備株式会社 知的財産関連業務 

 
（２） 分割する部門の経営成績（平成 28 年 3 月期予定） 

分割する部門 営業収益 
ソフトウエア開発関連事業 715 百万円 
知的財産関連業務 847 百万円 
 （注）上記金額はグループ会社間取引額であります。 

 

（３） 分割する資産負債の項目および金額（平成 27 年 12 月 31 日現在） 
① ソフトウエア開発関連事業 

② 知的財産関連業務 

（注）上記金額は平成 27 年 12 月 31 日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際
に分割承継される金額は、上記金額とは異なります。 
 

（４） 会社分割後の状況 
会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に

変更はありません。 
 

（５） 今後の見通し 
本会社分割による平成28年3月期連結業績予想への重要な影響はない見込みです。 

 
 

承継会社の「会社分割後の状況」につきましては、今後詳細が決まり次第、お知らせいたします。 
以 上 

 

 

資産 負債 
項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 
流動資産 106 百万円 流動負債 63 百万円 
固定資産 300 百万円 固定負債 67 百万円 
合計 406 百万円 合計 130 百万円 

資産 負債 
項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 
流動資産 127 百万円 流動負債 100 百万円 
固定資産 146 百万円 固定負債 40 百万円 
合計 273 百万円 合計 140 百万円 


