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平成 19 年８月３日 

各     位 

会 社 名  株式会社 多摩川電子 

代表者名  代表取締役社長 藤原 孝雄 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８３８） 

問合せ先  

役職・氏名 総務部長 梶原 久良 

電話 ０４６７－７６－２２９１ 

 
（変更）「「会社分割による持株会社体制への移行」及び「商号の変更」 

に関するお知らせ」の一部変更について 
 

平成 19 年７月２日に開示いたしました、「「会社分割による持株会社体制への移行」及び「商号の変更」に

関するお知らせ」について、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり変更の決議がありましたので、

お知らせいたします。 

記 

１．変更の箇所及び理由 

当初、新設分割設立会社の資本金を３億円と定めておりましたが、下請代金支払遅延等防止法に定める下

請事業者に該当しないために資本金を３億１千万円と増額することに伴い、変更が生じるものであります。 

 

変更箇所は    線で示しております。 

（３ページ） 

３．分割当事会社の概要(分割会社は平成 19 年３月 31 日現在、新設会社は平成 19 年 10 月１日設立時現在) 

（変更前） 

(１) 商  号 

株式会社 多摩川電子 

（平成19年10月１日をもって株式会社

多摩川ホールディングスに商号変更予定） 

（分割会社） 

株式会社 多摩川電子 

 

 

（新設会社） 

(２) 事業内容 
持株会社、投資事業等 

（10月１日定款変更予定） 

通信用機器及び部品並びに電子応用機器の 

製造及び販売 

(３) 設立年月日 昭和43年11月４日 平成19年10月１日 

(４) 本店所在地 神奈川県綾瀬市上土棚中三丁目11番23号 神奈川県綾瀬市上土棚中三丁目11番23号 

(５) 代表者 代表取締役社長 藤原 孝雄 代表取締役社長 藤原 孝雄 

(６) 資本金の額 1,029,413千円 300,000千円 

(７) 発行済株式総数 5,461,000株 1,000株 

(８) 純資産 2,558,852千円 1,300,000千円 

(９) 総資産 4,195,346千円 2,065,019千円 

(10) 事業年度の末日 ３月31日 ３月31日 

(11) 従業員数 109名 100名 

(12) 主要取引先 未  定 

㈱日立国際電気 

パナソニック・モバイル・コミュニケーショ

ンズ㈱ 
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(13) 大株主及び 

   持株比率 

コメルツバンク(サウスイーストアジア) 

リミテッド            20.3%

デービーエスバンクリミテッド700112 

11.2%

㈱多摩川ホールディングス        100% 

(14) 主要取引銀行 
りそな銀行・三井住友銀行・ 

三菱東京UFJ銀行・横浜銀行 

りそな銀行・三井住友銀行・ 

三菱東京UFJ銀行・横浜銀行 

資本関係 
分割会社が新設会社の発行済株式の100%を

保有します。 

人的関係 
分割会社の取締役の一部が新設会社の取締

役を兼務する予定です。 
(15) 当事会社の関係 

取引関係 
新設会社は、分割会社に対する配当、経営指

導料等の支払が発生する予定です。 

 

（変更後） 

(１) 商  号 

株式会社 多摩川電子 

（平成19年10月１日をもって株式会社

多摩川ホールディングスに商号変更予定） 

（分割会社） 

株式会社 多摩川電子 

 

 

（新設会社） 

(２) 事業内容 
持株会社、投資事業等 

（10月１日定款変更予定） 

通信用機器及び部品並びに電子応用機器の 

製造及び販売 

(３) 設立年月日 昭和43年11月４日 平成19年10月１日 

(４) 本店所在地 神奈川県綾瀬市上土棚中三丁目11番23号 神奈川県綾瀬市上土棚中三丁目11番23号 

(５) 代表者 代表取締役社長 藤原 孝雄 代表取締役社長 藤原 孝雄 

(６) 資本金の額 1,029,413千円 310,000千円 

(７) 発行済株式総数 5,461,000株 1,000株 

(８) 純資産 2,558,852千円 1,310,000千円 

(９) 総資産 4,195,346千円 2,075,019千円 

(10) 事業年度の末日 ３月31日 ３月31日 

(11) 従業員数 109名 100名 

(12) 主要取引先 未  定 

㈱日立国際電気 

パナソニック・モバイル・コミュニケーショ

ンズ㈱ 

(13) 大株主及び 

   持株比率 

コメルツバンク(サウスイーストアジア) 

リミテッド            20.3%

デービーエスバンクリミテッド700112 

11.2%

㈱多摩川ホールディングス        100% 

(14) 主要取引銀行 
りそな銀行・三井住友銀行・ 

三菱東京UFJ銀行・横浜銀行 

りそな銀行・三井住友銀行・ 

三菱東京UFJ銀行・横浜銀行 

資本関係 
分割会社が新設会社の発行済株式の100%を

保有します。 

人的関係 
分割会社の取締役の一部が新設会社の取締

役を兼務する予定です。 
(15) 当事会社の関係 

取引関係 
新設会社は、分割会社に対する配当、経営指

導料等の支払が発生する予定です。 
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（４ページ） 

４．分割する事業部門の内容 

 

（変更前） 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額(平成 19 年３月 31 日現在) 

資   産 負   債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 2,059,046 千円 流動負債 688,092 千円 

固定資産 5,973 千円 固定負債 76,927 千円 

合  計 2,065,019 千円 合  計 765,019 千円 

（注）分割する資産、負債の項目及び金額は、平成19年３月31日現在の貸借対照表を基準に算出
しているため、実際に分割される各項目に該当する金額は、上記金額と異なる可能性があ
ります。 

 

（変更後） 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額(平成 19 年３月 31 日現在) 

資   産 負   債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 2,069,046 千円 流動負債 688,092 千円 

固定資産 5,973 千円 固定負債 76,927 千円 

合  計 2,075,019 千円 合  計 765,019 千円 

（注）分割する資産、負債の項目及び金額は、平成19年３月31日現在の貸借対照表を基準に算出
しているため、実際に分割される各項目に該当する金額は、上記金額と異なる可能性があ
ります。 

 

（５ページ） 

５．分割新設会社の状況 

 

（変更前） 

(1) 商  号 株式会社 多摩川電子 

(2) 事業内容 通信用機器及び部品並びに電子応用機器の製造及び販売 

(3) 本店所在地 神奈川県綾瀬市上土棚中三丁目11番23号 

(4) 代表者 代表取締役 藤原 孝雄 

(5) 資本金の額 300,000千円 

(6) 事業年度の末日 ３月31日 

 

（変更後） 

(1) 商  号 株式会社 多摩川電子 

(2) 事業内容 通信用機器及び部品並びに電子応用機器の製造及び販売 

(3) 本店所在地 神奈川県綾瀬市上土棚中三丁目11番23号 

(4) 代表者 代表取締役 藤原 孝雄 

(5) 資本金の額 310,000千円 

(6) 事業年度の末日 ３月31日 

 

以   上 


