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平成23年1月26日 

各 位 

 

会 社 名  共同印刷株式会社        

代表者名 代表取締役社長   稲木 歳明 

（コード番号 ７９１４ 東証第１部） 

問合せ先 常務取締役     小笠原 誠 

（TEL. ０３－３８１７－２５２５）  

 

 

連結子会社の合併及び海外連結子会社の解散に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 23 年 1 月 26 日開催の取締役会において、いずれも当社連結子会社である株式会社   

コスモグラフィックと共同デジタル株式会社の合併、共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社と 

共同印刷データリンク株式会社の合併及び、海外連結子会社であるキョウドウプリンティング    

カンパニー（シンガポール）プライベートリミテッドの解散を決議いたしましたので、下記の通りお知

らせいたします。 

 

 

記 

 

（１）株式会社コスモグラフィックと共同デジタル株式会社の合併 

①目的 

株式会社コスモグラフィックと共同デジタル株式会社を合併し、プリプレス製造工程の再編

成を行うことで、資産の有効活用や間接業務を一元化し、経営の効率化を図るものであります。 

②日程 

両子会社合併決議取締役会  平成２３年１月２６日 

両子会社合併契約書締結  平成２３年１月２６日 

両子会社合併承認臨時株主総会 平成２３年１月２６日 

合併の予定日（効力発生日）  平成２３年４月 １日（予定） 

③方式 

株式会社コスモグラフィックを存続会社とする吸収合併方式で、共同デジタル株式会社は 

解散します。 

④比率 

合併する両社はいずれも当社１００％子会社であるため、合併比率の取り決めはありません。

また、合併による新株式の発行および合併交付金の支払いはありません。 
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⑤合併当事会社の概要（平成２２年３月３１日現在） 

（１）商号 株式会社コスモグラフィック 

（存続会社） 

共同デジタル株式会社 

（消滅会社） 

（２）事業内容 製版、出力、検査等 製版、出力、検査等 

（３）設立年月日 昭和５８年４月１日 平成２年７月３日 

（４）本店所在地 文京区小石川４－１４－２４ 文京区小石川４－１４－１２ 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役  田 沼  晃 代表取締役  毛 塚 則 夫 

（６）資本金 ９５百万円 ２９百万円 

（７）発行済株式数 ３,２５０株 ５８０株 

（８）純資産 １,０３５百万円 ３９１百万円 

（９）総資産 １,８０８百万円 ６３２百万円 

（10）決算期 ３月３１日 ３月３１日 

（11）大株主及び持株比率 共同印刷株式会社  １００％ 共同印刷株式会社  １００％ 

 

⑥合併後の状況 

（１）商号 株式会社コスモグラフィック 

（２）事業内容 製版、出力、検査等 

（３）本店所在地 文京区小石川４－１４－２４ 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役  田 沼  晃 

（５）資本金 ９５百万円 

（６）決算期 ３月３１日 

 

⑦今後の見通し 

本合併は、当社１００％連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は  

軽微であります。 

 

 

（２）共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社と共同印刷データリンク株式会社の合併 

①目的 

共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社と共同印刷データリンク株式会社を合併するこ

とにより、システム開発とデータ処理を統合し、周辺作業を含めたＩＴ関連のアウトソーサと

しての体制を作り上げ、事業拡大を図るものであります。 

②日程 

両子会社合併決議取締役会  平成２３年１月２６日 

両子会社合併契約書締結  平成２３年１月２６日 

両子会社合併承認臨時株主総会 平成２３年１月２６日 

合併の予定日（効力発生日）  平成２３年４月 １日（予定） 

③方式 

共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、共同印刷 

データリンク株式会社は解散します。 

④比率 

合併する両社はいずれも当社１００％子会社であるため、合併比率の取り決めはありません。

また、合併による新株式の発行および合併交付金の支払いはありません。 
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⑤合併当事会社の概要（平成２２年３月３１日現在） 

（１）商号 共同印刷ビジネス 

ソリューションズ株式会社 

（存続会社） 

共同印刷データリンク株式会社 

 

（消滅会社） 

（２）事業内容 ハードウェア・ソフトウェアの 

販売並びに開発・運用・保守、 

派遣業務 

データ入力並びにスキャニング

業務、コールセンター業務、 

その他周辺業務 

（３）設立年月日 平成７年１０月１１日 昭和５０年９月１日 

（４）本店所在地 文京区小石川４－１４－１２ 文京区小石川４－１４－１２ 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役  今 成 直 己 代表取締役  藤 森 康 彰 

（６）資本金 ６０百万円 １０百万円 

（７）発行済株式数 １,２００株 ８,０００株 

（８）純資産 ８６百万円 ４２百万円 

（９）総資産 １６５百万円 １５０百万円 

（10）決算期 ３月３１日 ３月３１日 

（11）大株主及び持株比率 共同印刷株式会社  １００％ 共同印刷株式会社  １００％ 

 

⑥合併後の状況 

（１）商号 共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社 

（２）事業内容 データ入力・システム開発・コールセンター業務等

ＩＴ関連のソリューション提供 

（３）本店所在地 文京区小石川４－１４－１２ 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役  今 成 直 己 

（５）資本金 ６０百万円 

（６）決算期 ３月３１日 

 

⑦今後の見通し 

本合併は、当社１００％連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は  

軽微であります。 
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（３）キョウドウプリンティングカンパニー（シンガポール）プライベートリミテッドの解散 

 

①理由 

キョウドウプリンティングカンパニー（シンガポール）プライベートリミテッドは海外市場

向け書籍印刷事業の営業拠点として事業を行なってまいりましたが、売上の低迷により収益力

が低下して今後も業績の回復が見込めないことから、平成２３年１月３１日をもって解散する

ことといたしました。 

 

②当該子会社の概要（平成２２年１２月３１日現在） 

（１）商号 キョウドウプリンティングカンパニー（シンガポール） 

プライベートリミテッド 

（KYODO PRINTING CO (S’PORE) PTE LTD） 

（２）事業内容 海外書籍の印刷・製本 

（３）設立年月日 昭和４７年１２月３１日 

（４）本店所在地 シンガポール共和国、ジュロン 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役  前川 俊夫 

（６）資本金 ２，３３２千シンガポールドル 

（７）発行済株式数 ２，２８５，５０４株 

（８）純資産 ６，３５２千シンガポールドル（見込） 

（９）総資産 ７，７２７千シンガポールドル（見込） 

（10）決算期 １２月３１日 

（11）大株主及び持株比率 共同印刷株式会社  １００％ 

 

最近３年間の業績       （単位：千Ｓ＄） 

 20 年 12 月期 21 年 12 月期 22 年 12 月期（見込） 

売上高 12,880 9,509 4,881 

経常利益 △2,879 △2,675 △1,590 

当期純利益 △2,785 △2,658 1,258 

1 株当たり配当金 － － － 

 

 

③当該子会社の日程 

臨時株主総会にて解散決議            平成２３年１月３１日（予定） 

清算手続き開始                 平成２３年１月３１日（予定） 

 

 

④当社の業績に及ぼす影響 

解散に伴う当社の連結業績および個別業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以 上 


