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平成 21 年５月 25 日 

各     位 

                                          会 社 名 株式会社ジューテック 

                                           代表者名  代表取締役社長 足立 建一郎 

        （ＪＡＳＤＡＱ コード番号：２６８２） 

        問合せ先  経営企画部長 岡本 正和 

         （ＴＥＬ:０３－５７６５－６０１０） 

 

単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年５月 25 日開催の取締役会において、当社株主総会での承認決議等所定の

手続きを経た上で、単独株式移転により、「ジュ－テックホールディングス株式会社」を設立す

ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．単独株式移転による持株会社設立の目的 

背景および目的 

当社が属する住宅関連業界は、企業業績の悪化等による所得の伸び悩みや雇用不安の増大

等による消費者の住宅取得マインドの低下などから、住宅着工数が低水準で推移するなど厳

しい経営環境が続くため、経営の効率化を進める動きや再編への動きが一段と加速しており

ます。 

このような状況を踏まえ、当社が持続的に成長していくためには、事業環境に対応して戦

略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進できる体制を整備することが不可欠であるとの

観点から、持株会社体制へ移行することといたしました。 

持株会社は親会社として、グループ内外のＭ＆Ａ等の事業再編を迅速に行い、適切な事業

グループの適時編成が可能となるよう考えるなど、グループ全体の経営・事業戦略の立案お

よび経営管理機能を強化してまいります。各事業会社はそれぞれの事業に専念することによ

り、当社グループ全体の経営効率の向上を図り、企業価値の向上を実現してまいります。 

  以上の目的のため、当社は平成 21 年６月 26 日に開催予定の定時株主総会での承認を前提

に、平成 21 年 10 月１日を期日として、株式移転により完全親会社となる持株会社を設立い

たします。同時に当社は、新設される持株会社の完全子会社となり、当社株式は上場廃止と

なりますが、持株会社が新規上場を申請することにより、実質的に株式の上場を維持する方

針であります。 

  なお、当社が有する建設業許可や各種登録免許の手続きを考慮して、株式移転による持株

会社設立を行うものであります。 
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２．単独株式移転による持株会社設立の要旨 

（１）株式移転の日程 

定時株主総会基準日 平成 21 年 ３月 31 日 

株式移転計画書承認取締役会 平成 21 年 ５月 25 日 

株式移転計画書承認定時株主総会 平成 21 年 ６月 26 日（予定） 

上場廃止日 平成 21 年 ９月 25 日（予定） 

持株会社設立登記日（効力発生日） 平成 21 年 10 月 １日（予定） 

持株会社上場日 平成 21 年 10 月 １日（予定） 

  但し、今後の手続きにおいて、やむを得ない状況が生じた場合は、日程を変更する場合が

あります。 

 

（２）株式移転比率 

 
ジュ－テックホールディングス 

株式会社 
株式会社ジュ－テック 

株式移転比率 １ １ 

 ①株式の割当比率 

  株式会社ジュ－テックの普通株式１株に対してジュ－テックホールディングス株式会社の

普通株式１株を割当交付いたします。 

 ②単元株制度を採用し、１単元株の株式を 100 株といたします。 

 ③株式移転比率の算出根拠 

  本株式移転におきましては、当社単独による株式移転によって完全親会社１社を設立する

ものであります。その中で、株式移転時の当社の株主構成とジュ－テックホールディング

ス株式会社の株主構成に変化がないことから、株主の皆様に不利益を与えないことを第一

義として、株主の皆様の所有する当社普通株式１株に対して、ジュ－テックホールディン

グス株式会社の普通株式１株を割当交付することといたしました。 

 ④第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠 

  上記③の理由により、第三者機関による算定は行っておりません。 

 

（３）完全子会社となる会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱 

  当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

３．株式移転の当事会社の概要（平成 21 年３月 31 日現在） 

（１）商号 株式会社ジューテック 

（２）事業内容 合板・建材・住設機器及び DIY 商品の卸売等 

（３）設立年月日 昭和 27 年９月 11 日 

（４）本店所在地 東京都港区芝五丁目 26 番 24 号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 足立建一郎 
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（６）資本金 850 百万円 

（７）発行済株式数 11,971,350 株 

（８）純資産（連結） 4,496 百万円 

（９）総資産（連結） 50,717 百万円 

（10）決算期 ３月 31 日 

（11）従業員数（連結） 830 名 

（12）主要取引先 

＜仕入先＞ 

伊藤忠建材㈱、住友林業㈱、パナソニック電工㈱ 

＜販売先＞ 

㈱森材木店、柏屋商事㈱、㈱エスケー住建 

（13）大株主および持株比率 

(有)足立興産      18.40％        

梅崎興生          9.69％ 

ジューテック社員持株会   8.38％ 

足立建一郎            5.27％ 

足立光吉          5.15％ 

（14）主要取引銀行 
みずほ銀行、横浜銀行、三井住友銀行、 

北陸銀行、三菱東京 UFJ 銀行 

 

  （15）最近３年間の業績（連結） 

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（百万円） 157,438 148,410 137,715

営業利益（百万円） 562 371 282

経常利益（百万円） 799 644 583

当期純利益（百万円） 666 247 △2,714

１株当たり当期純利益（円） 55.93 20.71 △227.68

１株当たり配当金（円） 11.00 6.00 3.00

１株当たり純資産（円） 599.70 581.11 362.19

  

４．株式移転により新たに設立する会社の概要（予定） 

（１）商号 ジューテックホールディングス株式会社 

（２）事業内容 
傘下グループ会社の経営管理およびそれに付帯する

業務 

（３）本店所在地 東京都港区芝五丁目 26 番 24 号 

（４）代表者および役員の就任 

   予定 

  （※は社外役員） 

代表取締役社長  足立建一郎 

代表取締役副社長 鶴巻健彦 

取締役      東條親靖 

取締役      畠山雄一 

取締役      嶋田清美 

取締役      宇野孝雄 

取締役      清水良純 

取締役      松井 清 

取締役      岡本正和 

取締役      横田 昭 
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取締役      桑澤嘉英（※） 

取締役      越智通広（※） 

監査役      畑井義人 

監査役      宮川則弘（※） 

監査役      谷口昌己（※） 

監査役      湯本好英（※） 

（５）資本金 850 百万円 

（６）発行予定株式数 11,971,350 株 

（７）決算期 ３月 31 日 

（８）会社処理の概要 

    企業会計上の｢共通支配下の取引｣に該当するため、損益への影響およびのれんは生じ

ません。 

 

  （９）今後の見通し 

    株式移転の実施に伴い、当社の業績は完全親会社である持株会社に反映されることに

なります。なお、株式移転による業績への影響は軽微でありますが、今後につきまして

は、経営管理機能の強化やグループ全体の経営効率の向上などの効果が見込まれます。 

 

以上 


