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持株会社移行に伴う新設分割計画に関するお知らせ 
 
当社は、平成 21 年５月７日付で開示した「会社分割による持株会社体制への移行及び商

号変更に関するお知らせ」により、平成 21 年９月１日を効力発生日として会社分割により

持株会社体制へ移行する旨を公表しておりますが、本日開催の取締役会において、当社の

事業を新設分割の方法により新たに設立する「ＴＣＢテクノロジーズ株式会社」に承継さ

せることを決議し、新設分割計画の内容を決定いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
1．背景 
 当社は、平成 20 年 10 月 1 日付にて株式会社キャナルの発行済み株式の 52％を取得し、

また平成 21 年 8 月 31 日付にて株式会社フリーポート、株式会社ディーアンドアール・イ

ンテグレイツの完全子会社化を行う予定としております。 
 このように事業領域が急激に拡大する中、新たなグループ成長モデルを構築、実現する

ために、持株会社が立案するグループ経営戦略の下に、各事業会社が価値創造力を更に強

化し、グループ全体の企業価値を最大化できる経営体制を構築することが必要であると考

えております。このような観点から、当社はグループ経営体制を持株会社制に移行するこ

とといたしました。 
 
2.会社分割の要旨 
（1） 分割の日程 

新設分割計画承認取締役会      平成 21 年５月 18 日 
新設分割計画承認定時株主総会    平成 21 年６月 18 日（予定） 
新設会社の設立登記日（効力発生日） 平成 21 年９月１日（予定） 

 



（2） 分割方式 
当社を分割会社とし、新たに設立する「ＴＣＢテクノロジーズ株式会社」に対し

当社の事業を承継させる新設分割（以下「本件分割」という。）であります。持株会

社体制への移行を効率的かつ円滑に行うため、当該分割方式を採用いたしました。 
 
（3） 分割に係る割当ての内容 

分割会社である当社に、ＴＣＢテクノロジーズ株式会社の株式 2,000 株を割当て

交付いたします。 
 
（4） 割当株式数の算定根拠 

本件分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本件分割に際して発行される株

式は全て当社に割当交付され、当社の純資産額も変動しないことから、新設会社の

資産規模等を考慮して、新設会社の割当株式数を決定いたしました。 
 
（5） 分割により減少する資本金等 

分割により当社の資本金等に変動はありません。 
 
（6） 分割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 

当社の新株予約権の取扱いについては、本件分割によって変更はありません。な

お、当社は、新株予約権付社債を発行しておりません。 
 
（7） 新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、新設分割計画に定めるところにより、当社の平成２１年３月３１日

現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日まで

の増減を加除した当社の事業に関する資産、債務、雇用契約、契約上の地位その他

の権利義務を、承継するものといたします。なお、新設会社が当社より承継する債

務については、本件分割後も当社が弁済・履行の責を免れることなく、重畳的に債

務及び義務を負うものとします。 
 
（8） 債務履行の見込み 

本件分割において、当社に残存する資産額と新設会社に承継する資産額はともに

負債の額を上回っており、収益状況についても負担すべき債務の履行に支障を及ぼ

す事態が予測されていないことから、債務履行の見込みは十分に確保されていると

判断いたします。 
 
 
 



3.分割当事会社の概要 

 分割会社（当社） 
（平成２１年３月 31 日現在） 

新設会社 
（平成２１年９月１日予定） 

 
 
（1）商  号 

ＴＣＢテクノロジーズ株式会社 

（平成 21 年９月１日付でＴＣＢ

ホールディングス株式会社（英文

社 名 ： TCB Holdings 

Corporation）に商号変更予定） 

ＴＣＢテクノロジーズ株式会社 

（2）事業内容 情報通信関連事業 情報通信関連事業 
（3）設立年月日 平成８年７月 23 日 平成 21 年９月１日 
（4）本店所在地 東京都港区港南二丁目 11 番

19 号 
東京都港区港南二丁目 11 番

19 号 
（5）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西村拓美 代表取締役社長 西村拓美 
（6）資本金 726,131 千円 100,000 千円 
（7）発行済株式数 14,828 株 2,000 株 
（8）純資産 562,592 千円（連結） 100,000 千円 
（9）総資産 1,430,129 千円（連結） 未定 
（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 
（11）従業員数 34 名 27 名 
（12）大株主及び持株比率 ダイワボウ情報システム㈱ 20.3％ 

JTCPARTNERFUND      18.5% 

JMAM ValueDriver 投資事業組合 

      12.4％   

豊田通商株式会社     10.1％  

ＴＣＢホールディングス㈱ 100％ 

（13）主要取引銀行 東京三菱 UFJ 銀行 
みずほ銀行 

未定 
 

 
（14）当事会社間の関係等 
資本関係 新設会社は当社の 100％出資子会社となります。 
人的関係 新設会社は当社より役員を受け入れる予定です。 
取引関係 一部の設備等を当社が新設会社に賃貸する予定です。 

 
 
 
 



（15）最近３年間の業績（単体）                  （単位：千円） 
 ＴＣＢテクノロジーズ株式会社  （分割会社（当社）） 
決算期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 
売上高 1,328,358 1,141,927 1,595,642 
営業利益 △ 80,750 △ 127,786 25,752 
経常利益 △ 81,349 △ 142,343 43,756 
当期純利益 △ 331,029 △ 206,097 41,353 
1 株当たり当期純利益（円） △ 27,478 △ 17,004 2,788 
１株当たり配当金（円） － － － 
１株当たり純資産（円） 43,789 34,728 37,517 
 
4.分割する事業の内容 
（1）ネットインフラ構築事業 
（2）サーバーソリューション事業 
（3）平成 21 年３月期における部門別売上高 
区   分 平成 21 年３月期  
 金額（千円） 構成比（％） 
ネットインフラ事業 338,894 21.2 
サーバーソリューション事業 1,256,747 78.8 

合  計 1,595,642 100.0 
 
5.分割後の上場会社の状況 
（1）商号：ＴＣＢホールディングス株式会社 

（平成 21年９月１日付でＴＣＢテクノロジーズ株式会社からＴＣＢホールデ

ィングス株式会社に商号変更予定） 
（英文社名：TCB Holdings Corporation） 

（2）事業内容：持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、その他管理運営等 
（3）本店所在地：東京都港区港南二丁目１１番１９号 
（4）代表者の役職・氏名：代表取締役会長 西村拓美・代表取締役社長 山本宰司（平成

21 年６月 18 日開催予定の定時株主総会の承認を前提とする） 
（5）資本金：726,131 千円 
（6）決算期：３月 31 日 
（7）業績に与える影響 
本分割の効力発生日は平成 21 年９月１日を予定しており、当期の業績に与える影響は軽微

であります。また、会社分割後の業績につきまして、新設会社は本件分割後も当社の 100％
子会社でありますので、今後の連結経営成績及び連結財政状態に与える影響はありません。



また、当社の単体の業績につきましては、本件分割後の当社収入は子会社からの経営指導

料および配当収入等が主となり、費用は持株会社としての機能に関するものが中心となり

ます。従いまして、分割後の単体業績は意味を成しませんので、平成 21 年５月 13 日開示

の決算短信においても連結業績見通しのみを記載しております。 

 
以 上 


