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単独株式移転による持株会社の設立に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株主総会承認決議等の所定の手続きを前提とした上で、

下記のとおり、平成23年10月3日を期日とする単独株式移転（以下「本株式移転」と言います。）

により持株会社（完全親会社「JALCOホールディングス株式会社」）を設立することを決議しま

したので、お知らせします。  

記 

 

１． 単独株式移転による持株会社設立の目的と方針 

リーマンショック後のデフレ基調の我が国経済の影響は、家電業界においては顕著であり、

終製品価格の下落傾向は、そこに部品を供給する当社を含めたコネクター業界全体に大きな影響

を及ぼしております。また、価格重視の傾向から安価な外国製品を代替品として取り扱うメーカ

ーも少なくありません。また、地デジ需要、エコポイント需要が一巡し、さらには、本年3月11

日に発生した東日本大震災の影響により、オーディオ機器の需要が急速に減退していることもあ

り、当社では、関連事業への進出もしくは新規事業を模索して行かなければならないと判断いた

しました。具体的には以下の狙いを実現しようとするものであります。 

 

（１）M&Aを含めた多角的事業展開への戦略的対応  

M&Aを含めた多角的な事業展開を目指す動きは当社のみならず、垂直水平の競争関係にある企

業においても同様であり、業界再編の動きが加速することも想定されます。こうした背景から、

当社では、持株会社化により、子会社化される当社は現業のしっかりした立て直し、持株会社に

おいては外部成長の機会をうかがい、既存事業とのシナジー効果を図りながら機動的に新規事業

展開やM&Aによるグループ化、多角化を早期に定着させる狙いがあります。  

なお、本株式移転により当社は持株会社の完全子会社となるため、当社株式は上場廃止となりま

すが、新たに設立する持株会社は、株式会社大阪証券取引所（JASDAQ）に上場申請を行うことを



予定しており、持株会社が上場することにより実質的に株式の上場を維持する予定です。 

 

（２）持株会社によるグループ経営管理の均質化とガバナンスの徹底  

持株会社に期待される役割は、本体から分かれた事業会社と既存の子会社等に対する経営管理

を均質化すると同時に、各事業会社の経営意思決定に関するガバナンスを徹底することであり、

これによって、連結経営の基盤を築くことができるものと考えます。 業界再編や新たな事業展

開を目指すことにより、これまでのコネクター業界の商慣習や常識だけでは適正な管理を維持で

きない可能性もあり、異なる事業体を管理するガバナンス体制を準備するものであります。 

 

（３）新規事業の推進方針   

平成 23 年 6 月 28 日に予定されております当社第 55 回定時株主総会におきまして、当社株式

移転計画につきまして株主の皆様にお諮りし、承認をいただいた場合には、以下の通りの推進体

制を構築し、実行してまいります。なお、当総会において定款第 2 条（目的）に追加される予

定であります、①不動産販売、賃貸借、斡旋、管理及び仲介、貸スペースの経営、②コンサルタ

ントに関する業務、③有価証券の保有・売買および各種債権の売買・委託、④環境関連機器の製

造販売 ⑤アミューズメント機器等の割賦販売等について、効力発生日である平成 23 年 10 月 3

日までは推進準備をし、効力発生後に具体的な行動に移していく所存であります。なお、これら

の動きについては、都度投資家の皆様へ開示させていただきます。 

① 新規事業推進室を社長直轄組織として設立（平成23年7月1日付） 

② 同時に株式移転実行委員会を管理本部内に設立（平成23年7月1日付） 

③ 下期中の新規事業の立ち上げ（もしくはM&A）に関する利益計画、設備計画、資金計画等の

事業計画を策定（平成23年7月末日期日） 

④ 平成23年8月度（場合によっては7月度）取締役会において新規事業計画の承認 

 

２．持株会社への移行方法  

当社は、次に示す方法により持株会社体制への移行を実施する予定です。  

平成23年10月3日効力発生日として、株式移転方式による持株会社を設立することにより、当社

は持株会社の完全子会社となります。 

●移転前

子会社

㈱JALCO

子会社

 

  



●移転後のイメージ（現時点で計画されている新規事業はございません。）

新設持株会社

新規事業会社 新規事業会社

子会社

旧　㈱JALCO

子会社

JALCOホールディング㈱

 



３．株式移転の要旨  

（１）株式移転の日程  

株主総会基準日  平成23年３月31日  

株式移転計画承認取締役会  平成23年５月30日  

株式移転計画承認定時株主総会  平成23年６月28日（予定） 

上 場 廃 止 日  平成23年９月28日（予定） 

持株会社設立登記日（効力発生日） 平成23年10月３日（予定） 

持株会社上場日  平成23年10月３日（予定） 

（２）株式移転の方式  

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。  

（３）株式移転に係る割当ての内容  

 JALCOホールディングス株式会社  

（完全親会社） 

株式会社ジャルコ 

（完全子会社） 

株式移転比率 １ １ 

① 株式の割当比率 

株式会社ジャルコの普通株式１株に対して、設立する持株会社の普通株式１株を割当交付しま

す。 

② 単元株式数 

持株会社は単元株式制度を採用し、1単元の株式数を100株とします。 

③ 株式移転比率の算定根拠 

本株式移転におきましては、当社単独の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、株式移転時の当社の株主構成と持株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、持株会

社の普通株式１株を割当交付することとしました。 

④  第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

上記③の理由により、第三者機関の算定は行っておりません。  

⑤ 株式移転により交付する新株式数 7,045,674株（予定）※ 

(※)平成23年9月1日に効力が発生する株式併合後の株式数です 

 

（４）株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。  

（５）設立後における新会社の上場申請に関する事項  

新たに設立される持株会社（完全親会社）の上場（売買開始）は、本件株式移転の効力が発

生する平成23年10月３日を予定しておりますが、株式会社大阪証券取引所の規則に基づき決定

されるため、変更される可能性があります。 なお、持株会社の新規上場に伴い、当社の株式

は上場廃止となる予定です。  



４．株式移転の当事会社の概要（平成23年3月31日現在）  

（１）  名称  株式会社ジャルコ 

（２）  所在地  東京都文京区湯島一丁目６番1号 

（３）  代表者の役職・氏名  代表取締役社長 田辺 順一 

（４）  事業内容  AVコネクター関連、電子機器用部品、並びに、消費財製造

装置の製造および販売 

（５）  資本金  1,232百万円  

（６）  設立年月日  昭和31年６月  

（７）  発行済株式数 

（平成23年3月31日）  
35,228,473 株     （注） 

（８）  決算期  ３月３１日  

（９）  従業員数（連結）  590人  

（10）  主要取引銀行  三井住友銀行株式会社、三菱東京UFJ銀行株式会社  

（11）  大株主及び持株比率  

（平成23年3月31日）  

田辺順一 22.70％  

有限会社雪谷商事山川 6.56％  

（12）  近３年間の経営成績及び財政状態 （株式併合前の数値に基づいています） 

株式会社ジャルコ 
決算期 

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期  

連結純資産（百万円）  2,600 1,147 905 

連結総資産（百万円）  4,702 2,981 3,055 

１株当たり連結純資産(円)  288.65 127.45 27.40 

連結売上高（百万円）  6,785 6,624 5,006 

連結営業利益（百万円）  ▲905 ▲655 ▲590 

連結経常利益（百万円）  ▲1,114 ▲779 ▲543 

連結当期純利益（百万円）  ▲935 ▲1,350 ▲678 

１株当たり連結当期純利益(円)  ▲103.81 ▲149.97 ▲29.17 

１ 株 当 た り 配当金(円)  0 0 0 

 

（注） 平成23年6月28日開催の第55回定時株主総会の決議により、平成23年9月1日に効力が発

生する株式併合を実施し、発行済株式数は7,045,674株となる予定です。 

 

 

 

 

 



５．株式移転により新たに設立される会社の概要（予定）  

（１）  名称  JALCOホールディングス株式会社  

（２）  所在地  東京都文京区湯島一丁目６番1号 

（３）  代表者及び役員  

就任予定者  

代表取締役社長  田辺順一  

取締役  吉岡勉 

取締役  三嶋良英  

監査役  吉崎雅彦（※） 

監査役  麻生興太郎 

監査役  藤澤宏 

（※）一時監査役の予定です。 

（４）  事業内容  グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務  

（５）  資本金  1,232百万円  

（６）  決算期  ３月31日  

（７）  純資産  未定  

（８）  総資産  未定  

 

６．会計処理の概要  

企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、連結及び単体ともに損益への影響はありま

せん。なお、本株式移転によるのれんは発生しない見込みです。  

７．今後の見通し  

本株式移転の実施に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の売上高、

営業利益等の全ての業績が持株会社の連結業績に連動することになります。  

なお、本株式移転による連結業績への影響は軽微であります。 

 

今後、本株式移転後の事業計画を立案し、それに基づいて進めて参りますが、開示すべき事項が

発生した際には適宜開示させて頂きます。 

以 上 

 


