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イーグローバレッジ株式会社と当社の株式交換契約締結に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20年 12月 24 日開催の取締役会において、平成 21年３月 31日を効力発生日として、

イーグローバレッジ株式会社（以下「イーグローバレッジ」といいます。）の完全子会社となる株式交

換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、イーグローバレッジとの間で株式交換契

約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本株式交換の結果、効力発生日である平成 21年３月 31日をもってイーグローバレッジは当社の完全親

会社となり、完全子会社となる当社の株式は株式会社ジャスダック証券取引所（以下、「ジャスダック

証券取引所」といいます。）において平成 21年３月 18日に上場廃止（最終売買日は平成 21年３月 17

日）となる予定です。 

記 

 

１．株式交換の目的 

（１）本株式交換の目的 

当社は、昭和 40年の創業以来、エレクトロニクス分野において半導体・電子デバイスの販売を中核

とした事業を展開してまいりました。近年におきましてはロシアをはじめとする CIS 諸国を中心とした

海外向けの放送機器・計測機器の輸出及びインテグレーションやワコー電子株式会社との提携によるプ

リント基板の委託製造・販売、またビジネスアプリケーションソフトのカスタマイズ販売等、顧客の

ニーズに即した付加価値の高いソリューションの提供を行ってまいりました。 

一方、イーグローバレッジは平成２年に創業し、当社と同様 ITX 株式会社グループの一社としてエレ

クトロニクス分野において先端技術をベースとした製品を国内外に販売する商社ビジネスを中核事業と

して展開してまいりました。近年においては赤外線通信に必要な組込み製品やソフトの開発販売等の

メーカー機能を充実させトータルソリューションを提供するビジネスを展開しております。 

昨今のエレクトロニクス業界は、サブプライムローン問題に端を発した世界経済の失速により、企業

の設備投資の減少や凍結、企業業績の悪化、雇用情勢悪化による消費の減少の影響を受け、過去に例が

ない程厳しい環境にさらされております。このような環境下、当社は、半導体・電子デバイスの販売事

業において付加価値の高い商品を中心とする販売活動を進め、他方で低採算の案件を手控える等の諸策

を講じ、さらに原油高によるロシア経済の活況の影響により海外向けの放送機器・計測機器の輸出の業

績が堅調に推移した等の結果、第２四半期においては、売上高は前年同期比 7.9%減であったものの、

営業利益は前年同期比 23.9%増、経常利益は前年同期比 28.6%増、四半期純利益は 42.4%増となってお

ります。 

もっとも、当社の従来の中核事業である半導体・電子デバイスの販売事業は、近時の日本国内におけ
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る携帯電話販売台数の大幅減等も相まって、一層の市場の縮小と競争激化が進行している状況であり、

また、マルチメディア事業においても、DVD メディアを中心とする販売価格の下落等の減収要因が続く

状況となっております。さらには、近年当社収益のけん引役となっているロシア市場も、世界的金融危

機、原油価格の急落などの要因により、今後同国向けビジネスの不透明感は否めません。 

このような状況下で、当社が今後も事業を継続、拡大していくためには、①今まで以上に高付加価値

製品を提供すること、及び従来以上の多様な販売チャネルの開拓により顧客基盤を拡大すること、②従

来事業に加えてより顧客のニーズを汲み取った新規の収益事業を展開すること、③規模拡大によるス

ケールメリットを生かし購買力強化を初めとした競争力の向上とビジネスの拡大を図ること、並びに④

今後の一層厳しい事業環境及び競争の激化に対して当社もさらなる営業面の強化及びコスト削減に努め

ることが必要であり、当社はそのための迅速かつ柔軟な事業規模拡大の方法について検討をしてまいり

ました。 

かかる状況の中、当社は、当社と同様のエレクトロニクス分野における事業を展開しており、かつ当

社と同じく ITX 株式会社の子会社であるイーグローバレッジとの間で、提携等について協議・検討を重

ねて参りました。 

その結果、当社とイーグローバレッジは、イーグローバレッジが当社を完全子会社化することにより、

ⅰ) エレクトロニクス分野における商社型ビジネス及びメーカー＆ソリューション型ビジネスを展開し

ている点で共通している両社は、顧客基盤の補完により、両社それぞれの販売機会の拡大を図ることが

可能となる上、両社商品・サービスのクロスセルによる販売機会の拡大を図ることも可能となること、

ⅱ）エレクトロニクス分野におけるナレッジの融合や相互の機能補完により事業推進のスピード化が可

能となること、ⅲ）両社がそれぞれ独自に培ってきた事業企画力と販売力の有機的連携により両社とも

に事業推進力を強化することができること、ⅳ）両社の特定顧客・特定業界向けに両社の高付加価値

サービスの提供が推進できること、ⅴ）両社が現在進出している海外地域が異なることによる、両社の

効率的な海外事業展開と機能補完が可能となること、ⅵ）非上場化により当社における迅速かつ柔軟な

意思決定の実現が可能となることなどの具体的なシナジー効果があると判断し、当社従来事業の収益力

の維持、一層の向上とさらなる事業の飛躍のためには、本株式交換の実施が最善の手段であるとの結論

に至り、本日、本株式交換契約の締結に至りました。 

なお、当社は平成元年 11月にジャスダック証券取引所に株式を上場し、資本市場からの資金調達、

ブランド力及び知名度の向上、それに伴う優秀な人材の確保及び取引先に対する信用力の向上等、様々

なメリットを享受してまいりました。しかしながら、株式の上場維持コストが増大してきおり、当社の

事業改革推進の足かせになることも否定できません。当社は、当社事業のより一層の継続・拡大を検討

した場合、株式上場に起因するデメリットがメリットを上回っていると考え、かかる観点からも本株式

交換を実施することが最善の手段であると考えるに至っております。 

本株式交換の効力発生後は、両社の商社機能とメーカー＆ソリューション機能をさらに充実させ、両

社それぞれに持つ得意の事業領域でのビジネスの深耕及びバリューチェーンの構築を機動的に実行する

ための将来的な統合も見据えてまいります。 

 

（２）本株式交換の条件 

本株式交換に基づいて当社株主に交付される金銭の額（当社株式１株当たり 165 円）は、イーグロー

バレッジ及び当社が、各々の第三者算定機関から提出を受けた算定結果につき慎重に検討を重ね、両社

で交渉・協議を重ねた結果、それぞれ平成 20 年 12 月 24 日に開催された取締役会において決定された

ものです。当該金銭の額は、当社取締役会が本株式交換を行うことを決議した日の前営業日である平成

20 年 12 月 22 日のジャスダック証券取引所における当社株式の終値 62 円に対して約 166.13%（小数点

以下第三位を四捨五入。以下プレミアムの割合に関する計算において同じ。）、平成 20 年 12 月 22 日ま

での過去１ヶ月間のジャスダック証券取引所における当社株式の終値単純平均 59 円（小数点以下を四

捨五入。以下当社株式の終値単純平均に関する計算において同じ。）に対して約 180.25%、平成 20年 12

月 22 日までの過去３ヶ月間のジャスダック証券取引所における当社株式の終値単純平均 65円に対して

約 155.52%のプレミアムを、それぞれ加えた金額となります。 
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（３）上場廃止となる見込み及びその事由 

本株式交換の結果、効力発生日である平成 21年３月 31日をもって、イーグローバレッジは当社の完

全親会社となり、完全子会社となる当社の株式は、ジャスダック証券取引所の上場廃止基準に従い、平

成 21 年２月 18 日に整理銘柄に指定され、平成 21 年３月 18 日に上場廃止（最終売買日は平成 21 年３

月 17 日）となる予定です。なお、上場廃止後は、ジャスダック証券取引所において当社の株式を取引

することはできません。 

 

（４）上場廃止を目的とする理由 

本株式交換により当社がイーグローバレッジの完全子会社となる結果、ジャスダック証券取引所の上

場廃止基準に従って当社株式は平成 21年３月 18日に上場廃止となる予定です。上場廃止後は、ジャス

ダック証券取引所において当社株式を取引することはできませんが、当社株主の皆様に対しては、イー

グローバレッジが非上場会社であることも考慮して、本株式交換契約に従い、下記の２.（２）記載内

容のとおり所有株式数に応じた金銭が交付されることになります。 

なお、当社株式の株主は、上記（３）「上場廃止となる見込み及びその事由」に記載の最終売買日で

ある平成 21年３月 17日（予定）までは、ジャスダック証券取引所においてその保有する当社株式を従

来どおり取引することができます。 

 

（５）交換対価の公正性を担保するための措置 

本株式交換における交換対価の公正性・妥当性を確保するため、イーグローバレッジ及び当社は、後

記２．（３）にてご説明いたしますとおり、それぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に当社

の株式価値の算定を依頼することとし、その算定結果の提出を受けました。両社はかかる算定結果を参

考として検討・交渉・協議を行い、その結果合意された株式価値により本株式交換を行うことといたし

ました。 

上記の経緯により決定された本株式交換の交換対価は、上記各第三者算定機関による算定結果に整合

するものですが、イーグローバレッジ及び当社は上記各第三者算定機関より、合意された交換対価がそ

れぞれの株主にとって財務的見地より妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）は取得してお

りません。 

 

（６）利益相反を回避する措置 

当社取締役会は、本株式交換を行うことにつき、出席取締役の全員一致で決議しました。なお、当社

取締役のうち、松岡修は、イーグローバレッジの取締役を兼務し、かつ、当社及びイーグローバレッジ

の親会社である ITX 株式会社の従業員として本株式交換を含むグループ全体の組織再編の計画・立案に

関与していたことにも鑑みて、利益相反回避の観点から、イーグローバレッジ及び当社の取締役会にお

ける本株式交換の審議及び決議には参加しておりません。また、全員が社外監査役である当社の監査役

は、いずれも当社取締役会が本株式交換を行うことを決議することに異議がない旨の意見を述べており

ます。 

 

２．株式交換の要旨 

（１）株式交換の日程 

株式交換決議取締役会（両社） 平成 20年 12月 24 日（水） 

株式交換契約締結（両社） 平成 20年 12月 24 日（水） 

株式交換承認臨時株主総会基準日（両社）（予定） 平成 21年１月４日（日） 

株式交換承認臨時株主総会（両社）（予定） 平成 21年２月 17日（火） 

ジャスダック証券取引所整理銘柄指定 （予定） 平成 21年２月 18日（水） 

ジャスダック証券取引所での売買最終日（予定） 平成 21年３月 17日（火） 
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ジャスダック証券取引所上場廃止（予定） 平成 21年３月 18日（水） 

株式交換の予定日（効力発生日） 平成 21年３月 31日（火） 

金銭交付日（予定） 平成 21年 ５月末頃 

 

（２）株式交換に際して交付される金銭 

イーグローバレッジは、会社法第 768 条第１項及び第３項の規定に基づき、本株式交換契約に従い、

本株式交換の効力発生の直前における当社の株主（但し、イーグローバレッジは除きます。）に対し、

その所有する当社の普通株式１株につき 165 円の割合で金銭を交付する予定です。 

なお当社が所有している自己株式 9,035 株（平成 20年 12月 24 日現在）については、金銭の交付を

行う予定です。 

 

（３）株式交換に際して交付される金銭の額の算定の考え方 

①  算定の基礎及び経緯 

本株式交換に際して交付される金銭の額については、その公正性・妥当性を確保するため、各社がそ

れぞれ別個に、両社から独立した第三者機関に当社株式の株式価値算定を依頼することとし、イーグ

ローバレッジは野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を、当社はアーンストアンドヤン

グ・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社（以下「アーンストアンドヤング」といい

ます。）をそれぞれの第三者算定機関として選定いたしました。 

 

野村證券は、当社株式について、市場株価平均法、類似会社比較法及びディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）を採用して算定を行いました。それぞれの手法にお

いて算定された当社株式の１株当たりの価値の範囲は以下のとおりです。 

a)市場株価平均法 : 56 円から 60円  

b)類似会社比較法 : 37 円から 141 円 

c)ＤＣＦ法    : 113 円から 226 円 

a)市場株価平均法では、平成 20年 12月 19 日を基準日として、ジャスダック証券取引所における当社

株式の、平成 20年 12月 19 日の終値、直近１週間の終値平均（平成 20年 12月 15 日～平成 20年 12月

19 日）、直近１ヶ月間の終値平均（平成 20年 11月 20 日～平成 20年 12月 19 日）、直近決算公表日以

降の終値平均 (平成 20年 11月７日～平成 20年 12月 19 日)に基づいて、当社株式の１株当たりの価値

の範囲を 56円から 60円までと算定いたしました。 

b)類似会社比較法では、当社と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益性等を示す財

務指標との比較を通じて、当社の株式価値を評価し、当社株式の１株当たりの価値の範囲を 37円から

141 円までと算定いたしました。 

c)ＤＣＦ法では、当社の将来の収益予測や事業投資計画等の諸要素を前提とし、当社が将来生み出すと

見込まれるフリー・キャッシュフローを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を評

価し、当社株式の１株当たりの価値の範囲を 113 円から 226 円までと算定いたしました。 

 

一方、アーンストアンドヤングは、当社株式について、市場株価法、類似会社比準法、ＤＣＦ法及び

修正簿価純資産法を採用して算定を行いました、それぞれの手法において算定された当社株式の１株当

たりの価値の範囲は以下のとおりです。 

a)市場株価法   : 62 円から 92円 

b)類似会社比準法 : 48 円から 89円 

c)ＤＣＦ法    : 137 円から 218 円 

d)修正簿価純資産法：165 円 

a)市場株価法では、当社の株価の過去６ヶ月間を算定期間として、当社の株式価値を算定いたしました。 

b)類似会社比準法では、同業他社の平成 20年度予想値のうち、営業利益、償却前・利払前経常利益、

経常利益の３指標を比較対象として、当社の株式価値を算定いたしました。 
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c)ＤＣＦ法では、当社の事業活動等によって将来生み出すと見込まれるフリー･キャッシュフローを、

想定割引率を用いて現在価値に割引き当社の株式価値を算定いたしました。 

d)修正簿価純資産法では、平成 20年９月 30日現在の貸借対照表の簿価純資産額に資産・負債の時価評

価に伴う加減算額を調整して修正簿価純資産を算出し、当社の株式価値を算定いたしました。 

 

なお、野村證券及びアーンストアンドヤングがＤＣＦ法の前提とした当社の利益計画につきましては、

平成 24 年３月期までに業績の進展により営業利益が３億円程度まで増加することを見込んでおります。 

イーグローバレッジ及び当社は、各々の第三者算定機関から提出を受けた算定結果につき慎重に検討

を重ね、両社で交渉・協議を重ねた結果、それぞれ平成 20年 12月 24 日に開催された取締役会におい

て、本株式交換に基づいて交付される対価（金銭）及びその額につき決定致しました。これは、当社取

締役会が本株式交換を行うことを決議した日の前営業日である平成 20年 12月 22 日のジャスダック証

券取引所における当社株式の終値 62円に対して約 166.13%のプレミアムを、平成 20年 12月 22 日まで

の過去１ヶ月間のジャスダック証券取引所における当社株式の終値単純平均 59円に対して約 180.25%

のプレミアムを、平成 20年 12月 22 日までの過去３ヶ月間のジャスダック証券取引所における当社株

式の終値単純平均 65円に対して約 155.52%のプレミアムを、それぞれ加えた金額となります。 

なお、上述の第三者算定機関が提出した本株式交換に係る算定結果は、本株式交換における対価の公

正性について意見を表明するものではありません。 

 

②  算定機関との関係 

イーグローバレッジの第三者算定機関である野村證券、並びに当社の第三者算定機関であるアーンス

トアンドヤングはいずれもイーグローバレッジ及び当社とは独立した算定機関であり、イーグローバ

レッジ及び当社の関連当事者には該当いたしません。 

 

（４）株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 該当事項はありません。 

 

３．株式交換当事会社の概要 

（１） 商号 
イーグローバレッジ株式会社 

（完全親会社） 

株式会社ソリスト 

（完全子会社） 

 

（２） 

 

主な事業内容 

電子機器関連事業 

オプト・半導体事業 

組込製品事業 

赤外線・近距離通信事業 

半導体・電子部品事業 

マルチメディア事業 

グローバル事業 

ソリューション事業 

（３） 設立年月日 平成２年 10月１日 昭和 40年 10 月 27 日 

（４） 本店所在地 
東京都目黒区上目黒二丁目 

１番１号  中目黒 GTタワー 

東京都千代田区外神田三丁目 

８番 12号 

（５） 
代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長 野村 昌雄 代表取締役社長 西川 貴生 

（６） 資本金の額 
555 百万円 

（平成 20年３月 31日現在） 

1,597 百万円 

（平成 20年９月 30日現在） 

（７） 発行済株式総数 
19,600 株 

（平成 20年３月 31日現在） 

12,305,677 株 

（平成 20年９月 30日現在） 

（８） 純資産 
1,867 百万円（単体） 

（平成 20年３月 31日現在） 

2,219 百万円（単体） 

（平成 20年９月 30日現在） 

（９） 総資産 
6,031 百万円（単体） 

（平成 20年３月 31日現在） 

3,626 百万円（単体） 

（平成 20年９月 30日現在） 
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（10） 事業年度の末日 ３月 31日 ３月 31日 

（11） 従業員数 
88 名（単体） 

（平成 20年３月 31日現在） 

53 名（単体） 

（平成 20年９月 30日現在） 

 

（12） 

 

主要取引先 

カシオ計算機株式会社 

日本電産トーソク株式会社 

OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS  

(MALAYSIA) SDN BHD 

PAN JIT INTERNATIONAL INC. 

沖電気工業株式会社 

日立マクセル株式会社 

池上通信機株式会社 

株式会社ルネサスデバイス販売 

 

（13） 

 

大株主及び 

持株比率 

ITX 株式会社        84.5% 

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任

組合               3.4%

PAN JIT ASIA INTERNATIONAL INC. 

                      3.1%

株式会社三菱東京 UFJ 銀行   2.6%

株式会社三井住友銀行      2.6%

安田企業投資３号投資事業有限責任

組合             2.6%

ADLINK TECHNOLOGY INC.     0.9%

ジャフコ V２-W投資事業有限責任 

組合             0.3%

ジャフコ V２-R投資事業有限責任 

組合             0.2%

(平成 20年９月 30日現在） 

ITX 株式会社        66.7% 

久保村昭衞         10.5%

唐沢貴美子           4.1%

沖電気工業株式会社       1.2% 

日立マクセル株式会社     0.7%

日本生命保険相互会社      0.6%

沖電線株式会社         0.5%

竹内十三郎           0.5%

株式会社全日警         0.4%

冨岡國明            0.3%

(平成 20年９月 30日現在） 

 

 

 

 

（14） 主要取引銀行 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社りそな銀行 

 

資本関係 

 

該当事項はありません。なお、当社の親会社である

ITX 株式会社は、当社の議決権の 66.7%を、イーグ

ローバレッジの議決権の 84.5%を所有しておりま

す。 

 

人的関係 

 

経営戦略などの情報交換等の目的から当社取締役松

岡修がイーグローバレッジ取締役を兼務しておりま

す。なお、経営戦略などの情報交換等の目的から

ITX 株式会社の従業員２名が当社取締役を兼務し、

ITX 株式会社の従業員１名が監査役を兼務しており

ます。また、ITX 株式会社の従業員 1 名がイーグ

ローバレッジ取締役を兼務し、ITX 株式会社の取締

役１名、監査役１名及び従業員１名がそれぞれイー

グローバレッジ監査役を兼務しております。 

 

取引関係 

 

重要な取引はありません。 

（15） 
当事会社間の 

関係等 

関連当事者への該当

状況 

当社は、イーグローバレッジと同一の親会社をもつ

会社ですので、関連当事者に該当します。 
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(16) 最近３年間の業績 

                                （単位：百万円） 

 
イーグローバレッジ株式会社（個別）

（完全親会社） 

株式会社ソリスト（非連結） 

（完全子会社） 

決算期 
平成 18年 

３月期 

平成 19年 

３月期 

平成 20年

３月期 

平成 18年 

３月期 

平成 19年 

３月期 

平成 20年

３月期 

売上高 13,553 17,912 13,442 4,809 5,736 5,505

営業利益 263 493 288 -117 93 118

経常利益 229 251 279 -114 83 110

当期純利益 66 57 143 -143 20 75

１株当たり 

当期純利益（円） 
6,715.47 5,783.77 7,309.54 -17.28 2.43 8.74

１株当たり配当金（円） 3,000 2,000 2,200 - - -

１株当たり純資産（円） 175,678.35 178,185.87 95,242.59 205.83 208.72 175.64

 

（注１） イーグローバレッジは連結決算を行っていないことから個別業績のみを記載しております。 

（注２）  イーグローバレッジは平成 19 年 11 月 26 日付で株式１株につき２株の分割を行っており

ますが、平成 20 年３月期の１株当たり指標については、当該株式分割に伴う影響を加味し

ておりません。 

（注３） 平成 19年３月期以降、当社には連結対象の会社がございません。 

 

４．株式交換後の状況 

（１） 商 号 イーグローバレッジ株式会社 

 

（２） 

 

主 な 事 業 内 容 

電子機器関連事業 

オプト・半導体事業 

組込製品事業 

赤外線・近距離通信事業 

（３） 本 店 所 在 地 東京都目黒区上目黒二丁目１番１号  中目黒 GTタワー 

（４） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野村 昌雄 

（５） 資 本 金 の 額 555 百万円 

（６） 純 資 産 現時点では確定しておりません。 

（７） 総 資 産 現時点では確定しておりません。 

（８） 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31日 

 

（９）会計処理の概要 

  イーグローバレッジにおきまして、本株式交換によって発生するのれんについては、現時点において

は未確定のため確定次第お知らせいたします。 

 

（10）株式交換による業績への影響・見通し 

  イーグローバレッジにおきましては現時点では確定しておりません。 

 

以 上 


