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会社分割による純粋持株会社体制への移行について 

 

当社の純粋持株会社への移行につきましては、平成18年１月12日付でその概要を公表いたして

おりましたが、本日開催の取締役会において、当社は平成18年10月１日をもって、下記のとおり

会社分割を行うことを決議し、定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいた

します。 

 

記 

１．純粋持株会社体制への移行の目的 

当社グループは、総合建材卸売事業、合板製造販売事業、その他の事業という３つのセグメ

ントの事業を展開しておりますが、各事業の管理や評価をより客観的に行なうことにより、事

業展開の判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性を一段と高め、グループ全体の事業拡大

と発展を期すことを目的として、当社が営む営業の全てを、当社の完全子会社であるＪＫＣ株

式会社に移転し、当社は純粋持株会社に移行するものであります。 

新体制下におきましては、純粋持株会社となる当社がグループの経営管理機能を一段と強化

し、セグメント毎の事業推進力を向上させるとともに、それぞれのセグメントが連携して高い

総合力を発揮できる企業グループを形成し、株主価値の更なる向上を目指したグループ経営を

推進してまいります。 

 

２．会社分割の要旨 

(1）分割の日程 

平成18年４月21日     分割契約書承認取締役会および分割契約書の締結 

平成18年６月29日（予定） 分割契約書承認株主総会 

平成18年10月１日（予定） 分割期日 

平成18年10月２日（予定） 分割登記 



 (2）分割方式 

当社を分割会社とし、当社の完全子会社であるＪＫＣ株式会社を承継会社とする分社型

(物的)吸収分割です。 

分割期日から円滑に営業開始できるよう、あらかじめＪＫＣ株式会社において、各種許認

可の取得など準備を行った上で、営業を承継いたします。 

(3）株式の割当 

承継会社であるＪＫＣ株式会社は当社の完全子会社であり、かつ、本件分割は分社型(物

的)吸収分割であることから、分割前後で当社の同社に対する持分比率は変化しませんので、

本件分割に際し、当社に対する新株の割当は行いません。 

(4）分割により減少する資本等の額、株式の償却、分割交付金 

該当事項はございません。 

(5）承継会社が承継する権利義務の内容 

承継会社は、当社の営業にかかわる資産・負債および各種契約などの権利義務を承継いた

します。ただし、分割契約書において別段の定めのあるものは除きます。 

なお、債務の承継については、併存的債務引受の方法によるものといたします。 

(6）債務履行の見込み 

平成18年３月31日現在の貸借対照表を基準とし、承継会社に承継させる予定の資産および

負債を算定し、本件分割後の資産および負債並びに今後の収益見込みについて検討したとこ

ろ、当社、承継会社ともに、資産の額と負債の額の差額は、債務の履行を確保するために十

分なものと見込まれます。 

また、本件分割後における大幅な減収、長期継続的な損失等の発生は現在予想されており

ません。 

以上から、両社とも、分割期日以降に履行期が到来する債務について、履行の確実性は問

題ないものと判断いたします。 

(7）承継会社に新たに就任する役員 

本件分割に際して新会社に新たに就任する役員はありません。 

 

３．分割当事会社の概要（平成18年４月21日現在） 

 分割会社(当社) 承継会社 

( 1）商号 ジャパン建材株式会社（※１） ＪＫＣ株式会社（※２） 

( 2）主要事業内容 建築資材の製造および販売、住宅

設備機器の販売、土木建築工事、

室内装飾工事、建築仕上工事、建

築物の設計および監理、土木用資

材の販売、不動産の販売、交換、

賃貸借および管理、宅地建物取引

業等 

 

 

 

同左 



 分割会社(当社) 承継会社 

( 3）設立年月 昭和２４年２月 平成１８年２月 

( 4）本社所在地 東京都江東区平野三丁目２番６号 同左 

( 5）代表者 代表取締役社長 中本敏宏 代表取締役社長 野島新人 

( 6）資本金 （※３）    2,600百万円 50百万円 

( 7）発行済株式総数  （※３）   27,692,112株 1,000株 

( 8）株主資本 （※４）   20,031百万円 49百万円 

( 9）総資産 （※４）   126,327百万円 49百万円 

(10）決算期 ３月３１日 ３月３１日 

(11）従業員数 （※３）  1,066名（246） ０名 

(12）主要取引先 ㈱アイダ設計、㈱岡本銘木店 

大東建託㈱、積水ハウス㈱ 

明和住宅資材㈱ 

－ 

(13）大株主および

持株比率 

三井物産㈱ 

吉田 繁 

吉野石膏㈱ 

吉田 チサト 

伊藤忠建材㈱ 

吉田 勲 

 （※３） 

8.77％ 

8.77％ 

7.30％ 

4.59％ 

3.99％ 

3.54％ 

 

ジャパン建材㈱ 100.0％ 

(14）主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀

行、三井住友銀行、商工組合中央

金庫、農林中央金庫 

－

(15）当事会社の関係 承継会社は当社の完全子会社であり、当社取締役全員が同社の役員を

兼務しております。また、ＪＫＣ株式会社は経理業務をジャパン建材

株式会社に委託しております。 

（※１）平成18年10月１日「ＪＫホールディングス株式会社」に商号変更予定。 

（※２）平成18年10月１日「ジャパン建材株式会社」に商号変更予定。 

（※３）平成18年３月31日現在。 

（※４）平成17年３月31日現在。 

 



４．分割する事業部門の内容 

(1）事業内容 

当社の営む営業の全てを分割いたします。 

 

(2）最近３事業年度の業績 

  ①分割会社（当社） （単位：百万円）

 単体 連結 

決算期 

科目 

平 成 15 年

３月期 

平 成 16 年

３月期 

平 成 17 年

３月期 

平 成 15 年

３月期 

平 成 16 年

３月期 

平 成 17 年

３月期 

売上高 213,040 227,322 236,445 222,303 234,494 265,949

営業利益 2,417 3,343 3,566 2,361 3,545 3,800

経常利益 2,395 3,242 3,534 2,134 3,180 3,499

当期純利益 887 1,491 1,536 549 1,319 1,866

１株当たり当

期純利益（円） 
37.39 57.28 53.89 22.39 50.46 65.82

１株当たり配

当金（円） 
10.00 15.00 10.00 － － －

１株当たり株

主資本（円） 
797.34 813.06 722.23 724.81 746.01 676.18

 

②承継する営業にかかわる業績           （単位：百万円） 

決算期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 

売上高 213,040 227,322 236,445 

営業利益 2,417 3,343 3,566 

 

(3）譲渡資産、負債の項目および金額（平成18年３月31日現在）     （単位：百万円） 

資 産 負 債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 81,177 流動負債 78,912 

固定資産 1,987 固定負債 296 

資産合計 83,165 負債合計 79,209 

上記数値は、提出日現在の予想数値を基に算出しております。 

分割する資産、負債については、上記金額に分割期日までの増減を加除した上で確定い

たします。 



５．分割後の状況 

 (1）分割後の当社の状況 

(1）商号 ＪＫホールディングス株式会社 

(2）事業内容 持株会社 

(3）設立年月日 昭和２４年２月 

(4）本社所在地 東京都江東区平野三丁目２番６号 

(5）代表者 代表取締役社長 中本 敏宏 

(6）資本金 分割による資本金の増加はありません。 

(7）総資産 承継会社に承継する資産相当額が減少いたします。 

(8）決算期 ３月３１日 

 

 (2）承継会社の役員体制(平成18年10月１日付予定) 

   代表取締役社長     野島 新人 （現 ジャパン建材㈱常勤顧問） 

   代表取締役副社長    松田 一郎 （現 ジャパン建材㈱専務取締役） 

専務取締役       大久保 清 （現 ジャパン建材㈱常務取締役） 

   常務取締役       永井 昭雄 （現 ジャパン建材㈱常務取締役） 

   常務取締役       吉田  勲 （現 ジャパン建材㈱常務取締役） 

常務取締役       黒岩 康多 （現 ジャパン建材㈱常務取締役） 

   取締役         平  國雄 （現 ジャパン建材㈱取締役） 

取締役         渡辺 昭市 （現 ジャパン建材㈱取締役） 

取締役         吉田  繁 （現 ジャパン建材㈱代表取締役会長） 

取締役         中本 敏宏 （現 ジャパン建材㈱代表取締役社長） 

取締役         吉田  隆 （現 ジャパン建材㈱代表取締役副社長） 

監査役         水津 清治 （現 ジャパン建材㈱常勤監査役） 

監査役         土居  功 （現 ジャパン建材㈱常勤監査役） 

 

 (3）分割後の業績見通し 

   連結業績につきましては、今回の純粋持株会社への移行が当社グループ内における事業分

割であることから、影響は軽微であります。 

単体業績につきましては、当社が純粋持株会社となるため、当社の収入としましては、グ

ループ各社からの配当収入および業務の受託収入等を予定しております。これをもって、当

社の運営経費をカバーし、株主様への配当原資といたします。 

以   上 


