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連結子会社との会社分割（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、2020 年７月１日を効力発生日として、当社のリサーチ＆コンサル事業を
当社の連結子会社である株式会社 RJC リサーチに承継する吸収分割契約を締結することにつき決議しましたので、
お知らせ致します。なお、本吸収分割は当社と当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・
内容を一部省略しております。
記
１．本吸収分割の目的
当社の主力事業の一つであるリサーチ＆コンサル事業は日本国内で年間約 10 万件提供している小売業・飲食
業・サービス業向け CS（顧客満足度）
、ES（従業員満足度）向上のための覆面調査や、店頭オペレーション改善
等のための研修プログラムを提供しております。本吸収分割において承継会社となる株式会社 RJC リサーチは総
合リサーチ事業を運営しており、市場環境分析、企業イメージ調査、業界動向調査など幅広い調査領域において
多様な調査手法でクライアントからのリサーチ分野における様々なニーズに応えています。本吸収分割は、両社
の持つ人材をはじめとした事業リソースの共有及びサービスメニューの拡充を通じてリサーチ業界における競
争力の向上を実現し、収益の拡大を図ることを目的としております。
２．本吸収分割の概要
（１）本吸収分割の日程
2020 年６月９日：当社吸収分割取締役会決議
2020 年６月９日：吸収分割契約締結
2020 年７月１日：吸収分割効力発生日（予定）
(注) 本吸収分割は分割会社である当社においては会社法第 784 条第２項に定める簡易吸収分割であり、承継会
社である株式会社 RJC リサーチにおいては会社法第 796 条第１項に定める略式吸収分割であるため、両社
とも株主総会の承認を得ることなく行うものであります。
（２）本吸収分割の方式
当社を吸収分割会社とし、当社の 100％子会社である株式会社 RJC リサーチを承継会社とした吸収分割方式
です。
（３）本吸収分割に係る割当ての内容
本吸収分割は、完全親子会社間で行われるため、本吸収分割に際して株式その他の金銭等の割当て及び交付
はありません。

（４）本吸収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）本吸収分割により増減する資本金
本吸収分割による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
株式会社 RJC リサーチは、効力発生日において当社が有するリサーチ＆コンサル事業に係る資産、契約上の
地位を承継いたします。なお、債務についての承継はございません。
（７）債務履行の見込み
該当事項はありません。
３．当該会社分割の当事会社の概要

(１)名称
(２)所在地
(３)代表者の
役職・氏名
(４)事業内容

分割会社

承継会社

（2019 年 12 月 31 日現在）

（2019 年 12 月 31 日現在）

インパクトホールディングス株式会社

株式会社 RJC リサーチ

東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号

東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号

東建インターナショナルビル６F

東建インターナショナルビル６F

代表取締役社長 福井 康夫

代表取締役社長 守住 邦明

セールス＆プロモーション事業

総合マーケティングリサーチ事業

リサーチ＆コンサル事業

(５)資本金

1,056 百万円

12 百万円

(６)設立年月日

2004 年２月 19 日

2017 年 12 月７日

(７)発行済株式数

6,001,094 株

1,200 株

(８)決算期

12 月 31 日

12 月 31 日

福井 康夫

20.87%

株式会社博報堂 DY ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社

100.0%

5.08%

BANK JULIU BAER AND CO．LTD. SG FAO KAPURI
SINGAPORE PTE．LTD
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行) 4.78%

(９)大株主及び
持株比率

株式会社レッグス

4.26%

共同印刷株式会社

4.06%

CREDIT SUISSE AG
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行) 3.58%
松田 公太

2.88%

SMBC 日興證券株式会社

2.49%

BNYM SA／NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT
ACCOUNTSM LSCB RD
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行) 2.02%
大谷 寛
(10)直前期の経営成績
及び財政状態
純資産

1.80%

インパクトホールディングス株式会社

株式会社 RJC リサーチ

（連結・日本基準）

（単体・日本基準）

2019 年 12 月期

2019 年 9 月期
5,516 百万円

53 百万円

総資産

1,597 百万円

163 百万円

264.37 円

44,372.28 円

7,909 百万円

480 百万円

営業利益

514 百万円

35 百万円

経常利益

△306 百万円

34 百万円

△1,581 百万円

32 百万円

△288.62 円

26,693.72 円

7.50 円

0.00 円

１株当たり純資産
売上高

親会社株主に帰属する
当期純利益
１株当たり当期純利益
１株当たり配当金
４．分割する事業部門の概要
（１）分割する事業の概要
当社が有するリサーチ＆コンサル事業
（２）分割する事業の経営成績
売上高：851 百万円（2019 年 12 月期）
（３）分割する資産、負債の項目及び帳簿価格

分割する承継事業に関する資産は１百万円（流動資産１百万円）
、負債は０円になります。
５．本吸収分割後の状況
本吸収分割による当社及び株式会社 RJC リサーチの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本吸収分
割の対象となっているものを除く）
、資本金、決算期の変更はありません。
６．今後の見通し
本吸収分割は当社と当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、当社の連結業績に与える影響は
軽微であります。
以

上

