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平成23年５月31日 

各  位 

 

 

 

 

 

連結子会社間の吸収合併および商号の変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成23年10月を目処に、当社の完全子会社である株式会社ユー

エスシー（以下、「ユーエスシー」という）と共信テクノソニック株式会社（以下、「共信テクノソニック」

という）が合併し、存続会社の商号を「株式会社ＵＫＣエレクトロニクス」に変更する方針を決議いたしま

したので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 合併の目的 

 当社グループは、平成21年10月１日付のユーエスシーと共信テクノソニックの共同株式移転を用いた経

営統合によって発足いたしました。以来、統合によるシナジー効果と更なる価値創造の実現に向けた施策の

一環として、シンガポールや中国圏の事業会社の集約統合を進めてまいりましたが、一段の統合シナジーの

創出のためには、中核事業会社であるユーエスシーと共信テクノソニックが合併し、両社の経営資源を結集

した半導体・電子部品事業の強化と経営の効率化を推進することが重要と判断いたしました。 

 

２．合併の趣旨 

 (1) 合併の日程 

 

 

 

 

 

 

 (2) 合併の方式 

共信テクノソニックを存続会社とする吸収合併方式で、ユーエスシーは解散します。 

 

 (3) 合併に係る割当ての内容 

 当社の完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはなく、合併による新株発行および資本金

の増加もありません。 

 

会社名  ：株式会社ＵＫＣホールディングス 

（コード：3156 東証第一部） 

代表者名：代表取締役社長 福寿 幸男 

問合せ先：取締役 経理部門、財務部担当 田口 雅章

（TEL：03－3491－6575） 

合併方針決議取締役会（当社） 平成23年５月31日 

合併契約書承認取締役会／ 

合併契約書締結（両当事会社） 
平成23年８月下旬 

合併契約承認株主総会（両当事会社） 平成23年９月下旬 

合併期日（効力発生日） 平成23年10月１日 
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(4) 消滅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い 

 該当事項はありません。 

 

３．合併当事会社の概要 

（平成23年３月31日現在） 

(1) 商号 共信テクノソニック株式会社 

（存続会社） 

株式会社ユーエスシー 

（消滅会社） 

(2) 事業内容 電子部品販売事業 

電子機器販売事業 

半導体製品等コンポーネントの販売およ

びシステム事業（産業電子機器、伝送端

末機器、非接触ICカード関連機器等の開

発・製造）、品質検査 

(3) 設立年月日 昭和36 年10 月18 日 昭和48 年６月25 日 

(4) 本店所在地 東京都品川区大崎一丁目11番２号 東京都品川区大崎一丁目11番２号 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 福寿 幸男 代表取締役社長 丸山 保夫 

(6) 資本金 1,433 百万円 3,184 百万円 

(7) 発行済株式数 7,147,981株 11,247,430株 

(8) 純資産 8,192百万円 19,741百万円 

(9) 総資産 29,097百万円 31,016百万円 

(10) 決算期 ３月31日 ３月31日 

(11) 従業員数 137名 182名 

(12) 大株主および持株比率 当社 100％ 当社 100％ 

(13) 当事会社間の関係等 資本関係 特筆すべき資本関係はありません。 

人的関係 ユーエスシーの取締役１名が共信テクノソニックの監査役を兼

務しております。また、共信テクノソニックの取締役１名がユ

ーエスシーの監査役を兼務しております。 

取引関係 特筆すべき取引関係はありません。 

 

４．合併当事会社の最近３年間の業績                           （百万円） 

 共信テクノソニック（単体） ユーエスシー（単体） 

決算期 平成21年 

３月期 

平成22年 

３月期 

平成23年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成22年 

３月期 

平成23年 

３月期 

売上高 70,569 55,813 72,581 86,994 77,342 71,205

営業利益 635 825 1,905 1,562 604 690

経常利益 420 693 1,889 1,866 1,158 1,154

当期純利益 189 389 1,154 743 217 1,068

 

５．存続会社の概要および商号変更（予定） 

(1) 当該存続会社の概要  

 

 

 

(2) 新商号（英文表記） 

 株式会社ＵＫＣエレクトロニクス（UKC Electronics Corporation） 

 

(3) 変更の理由 

 合併を契機に、ＵＫＣグループの中核事業会社にふさわしい商号に変更することといたしました。 

 

(4) 商号変更日 

 平成23年10月１日 

商 号 共信テクノソニック株式会社 

本 店 所 在 地 東京都品川区大崎一丁目11番２号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 福寿 幸男 
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６．合併後の状況 

（平成23年10月１日予定） 

(1) 商号 株式会社ＵＫＣエレクトロニクス 

(2) 事業内容 各種半導体・電子部品販売事業、システム機器販売事業、品質検査事業等 

(3) 本店所在地 東京都品川区大崎一丁目11番２号 

(4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 丸山 保夫 

(5) 役員体制 代表取締役社長    丸山 保夫 （現 当社代表取締役副社長 兼 

                  ユーエスシー代表取締役社長） 
専務取締役      小島 茂  （現 共信テクノソニック専務取締役）
（デバイス営業担当）  

専務取締役      田中 正彦 （現 ユーエスシー専務取締役） 
（マーケティング・技術担当） 

取締役        井上 充治 （現 共信テクノソニック取締役） 

取締役        宮尾 朗  （現 ユーエスシー取締役） 

取締役        余部 正好 （現 ユーエスシー取締役） 

取締役        早川 昌司 （現 ユーエスシー取締役） 

取締役        福田 行男 （現 共信テクノソニック取締役 兼 

                 ユーエスシー監査役） 

監査役        田口 雅章 （現 当社取締役 兼 

                  ユーエスシー取締役 兼 
                 共信テクノソニック監査役） 

(6) 資本金 未定 

(7) 決算期 ３月31日 

(8) 大株主および持株比率 当社 100％ 

 

７．今後の見通し 

今後は、円滑な合併に向け、当社および両事業会社で詳細の設計を進めてまいります。また、中核事業会

社の合併統合に合わせ、当社ホールディングス機能につきましてもメリハリを効かせた強化と合理化を実施

してまいります。 

なお、合併後の事業会社の詳細（役員の確定、資本金、組織体制その他）ならびに本吸収合併が当社連結

業績に与える影響につきましては、明らかになり次第、別途公表いたします。 

 

 

以上 
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（ご参考） 
１．当社の役員体制について                           （平成23年10月１日予定） 

役 職 氏 名 担当部門、兼任等 
代表取締役社長 福寿 幸男 内部監査室、経営企画部門担当 
代表取締役副社長 丸山 保夫 ㈱ＵＫＣエレクトロニクス 

代表取締役社長 
常務取締役 大谷 満輝 中国、ＥＭＳ担当 

ＵＫＣ香港社長 
取締役 田口 雅章 経理部門、財務部、総務人事部門担当 

㈱ＵＫＣエレクトロニクス 監査役 
取締役（社外取締役） 大根田 伸行 
常勤監査役 野中 正行 
監査役（社外監査役） 秋山 治一 
監査役（社外監査役） 池部 晴彦 

 
２．ＵＫＣグループ体制について 

（平成23年10月１日予定） 

株
式
会
社
Ｕ
Ｋ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

株式会社ＵＫＣエレクトロニクス

共信コミュニケーションズ株式会社

株式会社インフィニテック

UKC ELECTRONICS (H.K.) CO.,LTD.

UKC ELECTRONICS (S) PTE,LTD.

UKC ELECTRONICS (THAILAND.) CO.,LTD.

CU TECH CORPORATION

USC ELECTRONICS (KOREA) CO., LTD.

KYOSHIN TECHNOSONIC (K) CO., LTD.

平成堂株式会社

UKC ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD.

UKC EMS SOLUTION CO., LTD.

東莞新優電子有限公司

UKC ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

 
※清算中もしくは事業譲渡により実質的に事業活動を行っていない会社は記載を省略しています。 
 


