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当社子会社の１００％子会社化に関するお知らせ 

 

当社は、連結子会社であるジェイソフト株式会社を 100%子会社にすることを、平成 20 年 9月

3日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１． 株式取得の理由 

  ジェイソフト株式会社は、当社がパルプ不織布事業へ新規参入するに際して、平成 6 年 7

月に当社と三井物産株式会社の合弁会社として設立され、これまでパルプ不織布の原反および

加工品の販売を中心に順調に業績を伸ばしてきております。 

  同社は設立以来 14 年間、三井物産株式会社の協力も得ながら事業を大きく拡大してきまし

たが、これまでに築きあげてきた安定した営業基盤をもとにさらに経営効率を高めるため、今

般、当社が三井物産株式会社の所有する同社株式の全株を取得することにより、当社の 100%

子会社にすることとしたものであります。 

 

２． ジェイソフト株式会社の概要 

 (1)商号       ジェイソフト株式会社 

(2)代表者      代表取締役社長 伊井 誠 

 (3)本店所在地    東京都千代田区神田須田町一丁目 28 番地 

 (4)設立年月日    平成 6年 7月 20 日 

 (5)主な事業内容   不織布およびその加工品の販売 

 (6)事業年度の末日  3 月 31 日 

(7)従業員数     8 名（平成 20 年 8 月末現在） 

 (8)資本金の額    1 億 2 百万円 

 (9)発行済株式総数  2,040 株 

 



 (10)大株主構成および所有割合  ハビックス株式会社 50%   三井物産株式会社 50% 

(11)最近事業年度における業績の動向 

   平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期 

売上高 4,451 百万円 4,636 百万円

売上総利益 214 百万円 224 百万円

営業利益 72 百万円 74 百万円

経常利益 72 百万円 74 百万円

当期純利益 42 百万円 40 百万円

総資産 1,369 百万円 1,369 百万円

純資産 213 百万円 213 百万円

資本金の額 102 百万円 102 百万円

1株当たり配当金 19,608 円   19,846 円

 

３．株式の取得先 

 (1)商号       三井物産株式会社 

 (2)代表者      代表取締役社長 槍田松瑩 

(3)本店所在地    東京都千代田区大手町 1丁目 2番 1号 

(4)主な事業内容   総合商社 

(5)当社との関係   ジェイソフト株式会社の合弁相手先、原材料の仕入先 

 

４． 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

 (1)異動前の所有株式数  1,020 株(所有割合 50%)       (議決権の数 1,020 個) 

(2)取得株式数       1,020 株(取得価額 1億 80 百万円)   (議決権の数 1,020 個) 

(3)異動後の所有株式数  2,040 株(所有割合 100%)       (議決権の数 2,040 個) 

 

５．日程 

  平成 20 年 9 月 3 日   取締役会決議 

平成 20 年 9月 30 日   株式譲受 

 

６．経営上の重要な契約の解消 

  今般の取り扱いにより、次の契約は解消となります。 

なお、「②パルプ不織布の販売に関する一手販売店契約」は「①ジェイソフト株式会社の運

営に関する協定」のもとで成り立っている契約であり、今般の取り扱いにより同時に解消とな

りますが、パルプ不織布の販売につきましては、従来どおりジェイソフト株式会社が行ってま

いります。 

 

 



 ①ジェイソフト株式会社の運営に関する協定 

契約会社名 相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間 

当社 三井物産㈱ パルプ不織布 出資比率、役割

分担、事前承認

事項等 

平成 16 年 1月 1日か

ら契約当事者が株主

でなくなるまで 

 ②パルプ不織布の販売に関する一手販売店契約 

契約会社名 相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間 

当社 ジェイソフト

㈱ 

パルプ不織布 ジェイソフト㈱

を当社のパルプ

不織布の一手販

売店に指定す

る。 

平成 16 年 1月 1日か

ら平成 17 年 12 月 31

日まで(注) 

  (注)契約終了 6か月前までの書面による申出がない限り 2年毎の自動更新となります。 

 ③パルプ不織布の販売に関する業務委託契約 

契約会社名 相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間 

ジェイソフ

ト㈱ 

三井物産㈱ パルプ不織布 客先の紹介･斡

旋、マーケット

情報･与信情報

の提供等(注 1)

平成 16 年 1月 1日か

ら平成 16年 12 月 31

日まで(注 2) 

  (注 1)ジェイソフト㈱は当社からの仕入金額に応じた業務委託料を三井物産㈱に支払って

おります。 

  (注 2)契約終了 3か月前までの書面による申出がない限り 1年毎の自動更新となります。 

 

７． 事業等のリスク 

当社は、決算短信および有価証券報告書において、上記６-③の「パルプ不織布の販売に関

する業務委託契約」が解消された場合のリスクを記載しておりますが、ジェイソフト株式会社

は既に強固な営業基盤を確立してきていること、また、当社と三井物産株式会社は長年にわた

って良好な関係を築いてきており本件の取り扱いについても円満に解決していること、今後も

引き続き友好な関係を維持していく方針であること等から、当該契約の解消に当たって当社グ

ループの財政状態および経営成績に及ぼす影響は殆んどないものと考えております。 

 

８． 業績への影響 

ジェイソフト株式会社は当社の連結子会社であるため、業績に与える影響は軽微なものと考

えております。 

 

以 上 


