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2022年 11月 21 日 

各  位 

会 社 名  株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長 景山 豊 

（コ ー ド：7795 東証スタンダード） 

問合せ先  取 締 役 管 理 統 括 田坂 優英 

（電話番号：03-5248-5550） 

 

当社連結子会社の現物配当による子会社の異動（組織再編）に関するお知らせ 

 

当社連結子会社である共立印刷株式会社（以下、「共立印刷」という。）は、2022 年 11 月 21 日開催の取締役

会及び株主総会において、子会社株式の現物配当を実施することについて決議いたしました。これにより、当

社は共立印刷の子会社である株式会社ＳＩＣ（以下、「ＳＩＣ」という。）、株式会社暁印刷（以下、「暁印刷」

という。）、株式会社西川印刷（以下、「西川印刷」という。）、株式会社暁ＮＥＸＴ（以下、「暁ＮＥＸＴ」とい

う。）、株式会社今野（以下、「今野」という。）、株式会社インターメディア・コミュニケーションズ（以下、「Ｉ

ＭＣ」という。）の株式を取得することとなり、西川印刷の子会社も含めた子会社の異動が生じます（以下、本

組織再編）という。）ので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．子会社の現物配当（組織再編）の理由 

 当社グループは、既存印刷事業の構造改革を進めコスト削減に努めるとともに、環境に特化したＭ＆Ａ

や既存デジタル媒体の強化により事業領域の拡大に取り組むことで、収益拡大や企業価値向上に取り組ん

でおります。2022 年 10 月１日に持株会社体制へ移行したことで、事業領域拡大やＥＳＧへの取り組みを

グループ全体で明確化させ、長期的な社会貢献と持続可能な強い事業体の構築に向けての成長を加速させ

てまいります。 
 共立印刷は、商業印刷物・出版印刷物の企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総

合印刷業やＢＰＯ事業を営み、全国へ販促物やカタログ等を納品しております。ＳＩＣは、主に旅行販促

媒体を取り扱っており、印刷物だけでなく、旅行工程表などの発送管理まで営んでおります。暁印刷は主

に、文庫本やコミックなどの総合印刷業を営んでおります。西川印刷とその子会社１社は、熊本県を製造

拠点とし、企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総合印刷業やＢＰＯ事業を営んで

おります。暁ＮＥＸＴは、電子書籍のデータ作成やタテスクロールコミックの制作などのデジタル事業を

営んでおります。今野は、生分解性プラスチックの製造・販売を行う環境事業を営んでおります。ＩＭＣ

は、生分解性プラスチックの販売業や不動産管理業務等を営んでおります。 
こうした環境の下、各事業の生産効率や品質保証の取り組みにあたっては、共立印刷のノウハウを活か

し、グループ全体でのシナジーを高めて、新しい価値を創造し、各事業を通してサービスを提供すること

で、企業価値を拡大させていくことを目的として、当社の直接保有の子会社とすることといたしました。 
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[本組織再編のイメージ図] 

【現状】（2022年11月21日現在） 

 
 

 

【組織再編後】 

 
 

 ２．共立印刷の剰余金の処分について 

   その他利益剰余金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施いたします。 

   

 （１）当社に対する配当財産の種類及び帳簿価格の総額 

    当社に対する配当財産の種類は金銭以外の財産（普通株式）であり、共立印刷の直前の帳簿価格の総

額は以下のとおりであります。 

会社名 株数 持株比率 帳簿価格 

ＳＩＣ 7,783株 100％ 134百万円 

暁印刷 2,590株 100％ 851百万円 

西川印刷 860株 100％ 1,000百万円 

今野 4,000株 100％ 577百万円 

ＩＭＣ 994,000株 100％ 497百万円 

 

（２）当社に対する配当財産の割当てに関する事項 

   共立印刷の株主総会時点において、議決権割合の100％を保有する株主である当社に対して、配当財産の

全てが割当てられます。 

   

（３）当社に対する当該剰余金の配当効力発生日 

  2022年11月21日（予定） 

㈱西川印刷

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱暁印刷

(総合印刷業)

㈱暁NEXT

㈱ＳＩＣ

(広告の企画、

制作業)

㈱今野

(生分解性プラスチッ

クフィルムの製造販

売)

㈱インターメディア・

コミュニケーションズ

(不動産賃貸業、

生分解性プラスチック

フィルムの販売)

共立印刷㈱

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱KYORITSU

(持株会社)

(デジタルコミック制作)

㈱KYORITSU

(持株会社)

㈱今野

(生分解性プラスチッ

クフィルムの製造販

売)

㈱ＳＩＣ

(広告の企画、

制作業)

共立印刷㈱

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱暁印刷

(総合印刷業)

（電子書籍制作・

配信事業）

㈱西川印刷

(総合印刷業)

（BPO事業）

㈱暁NEXT

㈱インターメディア・

コミュニケーションズ

(不動産賃貸業、

生分解性プラスチッ

クフィルムの販売)
(デジタルコミック制作)
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３．現物配当をする会社の概要 

（共立印刷） 

名称 共立印刷株式会社 

所在地 東京都板橋区清水町 36番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 景山 豊 

事業内容 総合印刷業 

資本金 3,374 百万円 

設立年月日 1980年８月１日 

発行済株式数 49,020,000株 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵ 100％  

 

４．異動する子会社の概要 

  （ＳＩＣ） 

名称 株式会社ＳＩＣ 

所在地 東京都新宿区西新宿 6 丁目３番１号 新宿アイランドウィング８Ｆ 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中井 哲雄 

事業内容 広告の企画・製作 

資本金 10 百万円 

設立年月日 1991年９月 19日 

発行済株式数 7,783 株 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 共立印刷株式会社 100％  

 

（暁印刷） 

名称 株式会社暁印刷 

所在地 東京都文京区関口 1丁目 44 番４号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 平川 清三 

事業内容 総合印刷業 

資本金 100百万円 

設立年月日 2005年４月１日 

発行済株式数 2,590 株 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 共立印刷株式会社 100％  

 

（西川印刷） 

名称 株式会社西川印刷 

所在地 熊本県熊本市北区飛田２丁目 12 番 116 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 狩野 博紀 
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事業内容 総合印刷業 

資本金 43 百万円 

設立年月日 1974年９月２日 

発行済株式数 860株 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 共立印刷株式会社 100％  

 

（今野） 

名称 株式会社今野 

所在地 埼玉県新座市馬場４丁目 13 番 11号 

代表者の役職・氏名 代表取締役会長 田坂 優英 

代表取締役社長 三木 直樹 

事業内容 生分解性プラスチックの製造・販売 

資本金 10 百万円 

設立年月日 1972年 10月９日 

発行済株式数 4,000 株 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 共立印刷株式会社 100％  

 

（ＩＭＣ） 

名称 株式会社インターメディア・コミュニケーションズ 

所在地 東京都板橋区清水町 36番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田坂 優英 

事業内容 生分解性プラスチックの販売、不動産賃貸業 

資本金 497百万円 

設立年月日 1981年９月 22日 

発行済株式数 994,000株 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 共立印刷株式会社 100％  

 

（暁ＮＥＸＴ） 

名称 株式会社暁ＮＥＸＴ 

所在地 東京都文京区関口 1丁目 44 番４号 

代表者の役職・氏名 代表取締役会長 田坂 優英 

代表取締役社長 古閑 聡 

事業内容 デジタル事業 

資本金 5 百万円 

設立年月日 2021年 12月１日 

発行済株式数 500株 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 株式会社暁印刷 80％  
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 ５．日程 

(1)取締役会及び株主総会決議日 2022年 11月 21 日 

(2)現物配当日 2022年 11月 21 日 

 

  ６．暁印刷の剰余金の処分について 

   共立印刷の現物配当実施承認を条件に、暁印刷は、その他利益剰余金を原資として、剰余金の配当（現

物配当）を実施いたします。 

  

（１）当社に対する配当財産の種類及び帳簿価格の総額 

    当社に対する配当財産の種類は金銭以外の財産（普通株式）であり、暁印刷の直前の帳簿価格の総額

は以下のとおりであります。 

会社名 株数 持株比率 帳簿価格 

暁ＮＥＸＴ 500株 80％ 5百万円 

 

（２）当社に対する配当財産の割当てに関する事項 

   暁印刷の株主総会時点において、議決権割合の100％を保有する共立印刷の100％株主である当社に対し

て、持株比率に応じた配当財産が割当てられます。 

   

（３）当社に対する当該剰余金の配当効力発生日 

  2022年11月21日（予定） 

 

 （４）現物配当をする会社の概要 

（暁印刷） 

名称 株式会社暁印刷 

所在地 東京都文京区関口 1丁目 44 番４号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 平川 清三 

事業内容 総合印刷業 

資本金 100百万円 

設立年月日 2005年４月１日 

発行済株式数 2,590 株 

決算期 ３月 31日 

大株主及び持株比率 共立印刷株式会社 100％  

 

 （５）異動する子会社の概要 

（暁ＮＥＸＴ） 

名称 株式会社暁ＮＥＸＴ 

所在地 東京都文京区関口 1丁目 44 番４号 

代表者の役職・氏名 代表取締役会長 田坂 優英 

代表取締役社長 古閑 聡 

事業内容 デジタル事業 

資本金 ５百万円 

設立年月日 2021年 12月１日 

発行済株式数 500株 

決算期 ３月 31日 
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大株主及び持株比率 株式会社暁印刷 80％  

 

 （６）日程 

(1)取締役会及び株主総会決議日 2022年 11月 21 日 

(2)現物配当日 2022年 11月 21 日 

 

 ７．今後の見通し 

 本組織再編は、当社グループの組織再編であり、当期（2023年 3 月期）連結業績に与える影響はありません。 

 

以  上 
 

（参考） 

１．本組織再編後の当社経営体制 

(１) 当社の役員体制  

役職 氏名  
所有株式数 

（千株） 

議決権

割合

（％） 

代表取締役会長(CEO) 野田 勝憲 経営全般 3,254 7.47 

代表取締役社長(COO) 景山 豊 経営全般 411 0.94 

取締役 田坂 優英 管理統括、グループ会社統括、購買統括 400 0.92 

取締役（社外取締役） 藤本 三千夫 株式会社シロキ顧問 現任 ― ― 

取締役（社外取締役） 亀井 雅彦 一般社団法人 PODi 代表理事 現任 ― ― 

常勤監査役（社外監査役） 川尻 建三 元 東京インキ株式会社専務取締役 12 0.03 

監査役（社外監査役） 窪川 秀一 公認会計士 ― ― 

監査役（社外監査役） 中村 惠一郎 
エスシーグループ株式会社フジケイ相談

役 現任 
― ― 

 

(２) 子会社の代表取締役 

共立印刷株式会社 

役職 氏名 

代表取締役社長 景山 豊 

 

株式会社ＳＩＣ 

役職 氏名 

代表取締役社長 中井 哲雄 

 

株式会社暁印刷 

役職 氏名 

代表取締役社長 平川 清三 
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株式会社西川印刷 

役職 氏名 

代表取締役社長 狩野 博紀 

 

株式会社暁ＮＥＸＴ 

役職 氏名 

代表取締役会長 田坂 優英 

代表取締役社長 古閑 聡 

 

株式会社今野 

役職 氏名 

代表取締役会長 田坂 優英 

代表取締役社長 三木 直樹 

 

株式会社インターメディア・コミュニケーションズ 

役職 氏名 

代表取締役社長 田坂 優英 

 

２．当期連結業績予想（2022年10月31日公表分）及び前期連結業績実績 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期連結業績予想 

（2023年3月期） 

百万円 

38,500 

百万円 

1,700 

百万円 

1,550 

百万円 

1,000 

前期連結業績実績 

（2022年3月期） 

 

37,795 

 

1,652 

 

1,516 

 

865 

 


