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平成 22 年 5 月 17 日 

各   位 

株 式 会 社 ジ ャ ル コ 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号:６８１２）

代表取締役社長 金 子  智 行  

問 合 せ 先 執行役員 

 中 川  寛 

 TEL 

(050)5536-9824 

 

 

子会社株式の売却に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年５月17日開催の臨時取締役会において、当社が保有する株式会社ハリ

ーズ（連結子会社）の全株式の売却について下記の通り決議いたしましたのでお知らせ致

します。 

 

記 

 

１．株式の売却の理由 

 当社は「ハリーズ」の株式取得を下記理由で行いそのシナジー効果の実現に取り組ん

でまいりました。 

技術面では、当社が所有する高周波技術及びアンテナ技術をハリーズにて活用すること

を期待し、共同で開発を進めてまいりました。 

販売面では、株式取得時にシナジー効果を狙った、双方の顧客から有力と思われる顧客

への新しい商品の売込みや機器の売込みを共同でする準備を進めてまいりました。 

コスト面では、当社の持つ部品製造でのコスト管理のノウハウを開発型ベンチャーであ

るハリーズに移転しハリーズを開発・製造会社の体質にすべく取り組むとともに、ハリー

ズの技術をベースにした製造技術の革新などを狙い両社で検討をしておりました。 

当初の目論見では、当社の構造改革を平成 22 年 3 月期中に終了させハリーズとのシナジ

ー効果を発揮し、再建計画の次のステージを加速する予定でいました。しかしながら、当

初考えておりました、タッチパネル市場の拡大などが遅れたこと、技術的なシナジー効果

を出すための提案の実現に時間がかかるなどの理由で加速度的な収益力強化には今しばら

く時間が必要との判断を致しました。当社といたしましては、ハリーズに追加投資をおこ

なうより既存事業の安定した収益を確保するための資金を確保することを優先することに

致しましたのでハリーズの株式を売却することいたしました。 

また、売却先については、中国での RFID 事業への参入に向けハリーズの RFID 事業にお

ける技術力を高く評価をいただき、ハリーズの事業拡大とのシナジー効果の高い売却先と
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して EVATECH SOLAR ENERGY EQUIPMENT (SHENYANG) CO.,LTD を選定致しました。 

 

２．株式売却の内容 

 (1) 異動の方法      株式の売却 

 (2) 売却する株式数    10,000 株（所有割合 66.8％） 

 (3) 売却価額       200,000,000 円 

  (4) 取締役会決議     平成 22 年５月 17 日 

(5) 株式譲渡契約締結日  平成 22 年５月 17 日 

 (6) 株式譲渡日      平成 22 年５月 20 日予定 

  
３．異動する子会社の概要 
商号 株式会社ハリーズ 

代表者 代表取締役社長 青山博司 

本店所在地 兵庫県明石市大久保町江井島 811 番地の 1 

設立年月日 2000 年 7 月 31 日 

主な事業内容 消費財製造装置等の開発・製造・販売 

事業年度の末日 10 月 31 日 

従業員数 21 名 

主な事業所 本社・江井島工場・上海事務所 

資本金の額 100,000,000 円 

発行済株式総数 14,971 株 

大株主構成および所有割合 

・株式会社ジャルコ 10,000 株（66.8％） 

・ネクスト・ファンド投資事業有限責任組合  

 1,587 株（10.6％） 

・ツジカワ株式会社 853 株（5.7%） 

・青山博司 496 株（3.3％） 

当社との関係 

・人的関係 

当社代表取締役金子智行並びに取締役田辺順一が株式会

社ハリーズ取締役を兼任しておりますが、株式譲渡日をも

って辞任する予定です 

・資本関係及び取引関係並びに関連当事者への該当状況は

ありません 

 
最近事業年度における業績の動向                   （単位：千円） 

 平成 19 年 6 月期 平成 20年 6月期 平成21年6月期 平成 21 年 10 月期

売上高 253,362 293,881 166,912 47,258

売上総利益 69,264 58,124 25,480 95

営業利益 △200,978 △197,022 △218,264 △63,057



 - 3 -

経常利益 △203,271 △209,474 △232,209 △68,416

当期利益 △121,730 △248,632 △383,282 △78,564

総資産 722,380 610,832 302,984 447,245

純資産 326,964 122,332 △91,900 28,681

資本金の額 365,300 387,300 471,825 100,000

１株当たり純

資産（円） 
139,848 50,425 △31,592 1,916

１株当たり当

期純利益（円） 
△52,066 △102,487 △131,758 △5,248

１株当たり配

当金 
― ― ― ―

 

４．株式の売却先 

商号 EVATECH SOLAR ENERGY EQUIPMENT (SHENYANG) CO.,LTD 

代表者 John S. Lin 

本店所在地 
No.44 Tiexi District Jingxing North Street Shenyang 

City, China 

設立年月日 2009 年 12 月 28 日 

主な事業内容 半導体及び関連装置製造業 

純資産 30,000,000 USD 

総資産 30,000,000 USD 

資本金の額 49,980,000 USD 

大株主構成および所有割合 順陽有限公司（100.0%） 

当社との関係 
当社との人的及び資本関係、取引関係並びに関連当事者へ

の該当状況はございません 

 

５．売却前後の所有株式の状況 

(1) 売却前の所有株式数  10,000 株（議決権の数：10,000 個）（所有割合 66.8％） 

(2) 売却株式数      10,000 株 

(3) 売却後の所有株式数     0 株（議決権の数：0個）（所有割合 0.0％） 

(4) 売却価格の算定根拠 

 予想将来利益、予想将来キャッシュフロー等に加え、RFID 事業の将来性を見込み当社株

式取得時価格等を参考に、決定いたしました。 

 

６．今後の見通し 

   今期の業績への影響は精査中であり、決まり次第お知らせいたします。 

以上 


