
 
 

 

 

平成 23 年 12 月 22 日 

各 位 

会社名   ＪＢＣＣホールディングス株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  山 田  隆 司 

（コード番号 9889 東証第一部） 

問合せ先  上級執行役員 経営企画担当 村松 文子 

（ T E L  0 3 - 5 7 1 4 - 5 1 7 1 ） 

 

グループ内組織再編に関する詳細事項決定のお知らせ 

 

当社は、平成 23 年９月 29 日付の「グループ内組織再編に関するお知らせ」にて、平成 24 年４月１

日をもって当社の完全子会社を当事者とする組織再編を実施することについてお知らせいたしました。

その後、再編内容が具体的に確定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本組織再編は、当社の完全子会社間におけるグループ内組織再編であることから、開示事項・

内容を一部省略して記載しております。 

 

記 

 

１．本組織再編の概要 

平成 24 年４月１日をもって、当グループの情報ソリューション分野に係る組織再編を以下の通り実

施いたします。 

（１）ＪＢエンタープライズソリューション株式会社は日本ビジネスコンピューター株式会社を吸収

合併するとともに、ＪＢサービス株式会社の一部事業（システム基盤構築とその後の運用（*）

を行う事業）を承継する吸収分割を行います。これに伴い、ＪＢエンタープライズソリューシ

ョン株式会社は、グループの中核企業としての位置づけを明確にするため、商号をＪＢＣＣ株

式会社へ変更いたします。（以下、「新ＪＢＣＣ」という）。 

（２）ＪＢサービス株式会社は株式会社ジェイビーシーシー・テクニカル・サービスを吸収合併いた

します。（以下、「新ＪＢＳ」という。） 

なお、詳細につきましては、＜別紙＞本グループ内組織再編に係る合併、会社分割および当事会社

の概要をご参照ください。 

 

（*）ハードウェアを主体とする保守・運用、システム遠隔監視ならびにヘルプデスクサービスを除

きます。 

 

 

 

 



 
 

 

２．本組織再編の目的 

当グループは、平成 18 年 4 月に純粋持株会社体制に移行し、傘下の事業会社の特色・個性を活か

しつつ事業の拡大に努めてまいりました。今般、先頃策定した中期経営計画「Innovate2013」を具現

化するために、一部経営資源の再配置を行い、事業会社の体制を見直すことといたしました。 
この再編により、新ＪＢＣＣは、基盤系とアプリケーション開発系の技術力の融合によりシステム

提案力を強化するとともに、さまざまなお客さまニーズに対しワンストップでお応えできる体制を整

えます。また、大型案件対応や公共・金融分野におけるビジネス拡大にも注力し、グループの中核企

業としてグループ全体の成長を牽引します。新ＪＢＳにおいては、これまでのＩＴサービス（導入、

監視・運用、保守）の他、プリセットアップ、修理、データ消去、環境関連等のサービスを一体的に

提供することに加え、ＩＴの事業領域にのみならず、環境・エネルギー・医療機器関連などにも事業

領域を積極的に拡大してまいります。 
 
 

３．業績に与える影響 

本組織再編は、当社が 100%の株式を保有する連結子会社間のグループ内組織再編であり、当社の

連結業績に与える影響は軽微であります。 
 

以上  



 
 

 

＜別紙＞ 本グループ内組織再編に係る合併、会社分割および当事会社の概要 
 

１．ＪＢＥＳ及びＪＢＣＣの合併について 

（１）合併の要旨 

①合併の日程 

合併契約承認取締役会  平成 23 年 12 月 22 日 

合併契約締結   平成 24 年  １月  １日（予定） 

合併契約承認株主総会  平成 24 年  ３月 30 日（予定） 

合併期日（効力発生日）  平成 24 年  ４月  １日（予定） 

 

②合併の方式 

ＪＢＥＳを存続会社とする吸収合併といたします。 

 

③合併に係る割当ての内容 

存続会社及び消滅会社の両社とも当社の完全子会社であるため、本件合併に際して当社にその

全てが割り当てられるべき新株の発行は行いません。 

 

（２）合併当事会社の概要（平成 23 年９月 30 日現在） 

 存続会社 消滅会社 

①名称 ＪＢエンタープライズソリュー

ション株式会社 

日本ビジネスコンピューター株

式会社 

②本店所在地 東京都中央区日本橋浜町三丁目

３番２号 

東京都大田区蒲田五丁目37番１

号ニッセイアロマスクエア 

③代表者 代表取締役社長 宮村 忠良 代表取締役社長 山田 隆司 

④事業内容 企業の情報システムに関連する

トータルサービスの提供 

企業の情報システムに関連する

トータルサービスの提供 

⑤資本金 480 百万円 480 百万円 

⑥設立年月日 昭和 63 年４月１日 平成 17 年 11 月 22 日 

⑦発行済株式数 10,000 株 2,400 株 

⑧決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

⑨大株主及び持株比率 当社 100％ 当社 100％ 

※平成 24 年４月１日をもって、ＪＢＥＳは商号をＪＢエンタープライズソリューション株式会社から

ＪＢＣＣ株式会社に変更する予定です。 
 

２．ＪＢＳ及びＪＢＥＳの会社分割について 

（１）会社分割の要旨 

①会社分割の日程 

分割契約承認取締役会  平成 23 年 12 月 22 日 



 
 

 

分割契約締結   平成 24 年  １月  １日（予定） 

分割契約承認株主総会  平成 23 年  ３月 30 日（予定） 

分割期日（効力発生日）  平成 24 年  ４月  １日（予定） 

 

②会社分割の方式 

ＪＢＳを分割会社とし、ＪＢＥＳを承継会社とする吸収分割とし、ＪＢＳの有する「システム

基盤構築とその後の運用（ハードウェアを主体とする保守・運用、システム遠隔監視ならびに

ヘルプデスクサービスを除く）を行う事業」を分割いたします。 

 

③会社分割に係る割当ての内容 

分割会社及び承継会社の両社とも当社の完全子会社であるため、本件分割に際して当社にその

全てが割り当てられるべき新株の発行は行いません。 

 

④会社分割により増減する資本金 

分割会社において資本金は減少しません。また、承継会社において資本金は増加しません。 

 

⑤承継会社が承継する権利義務 

ＪＢＥＳは、ＪＢＳの平成 23 年９月 30 日現在における貸借対照表その他同日現在の計算を基

礎とし、これに分割期日前日までの増減を加除した分割事業に関する資産、負債及び一切の債

権債務、雇用契約その他の権利義務の全てを分割期日において承継するものといたします。な

お、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものといたします。 

 

⑥債務履行の見込み 

平成 23 年９月 30 日現在の貸借対照表を基準とし、承継会社に承継される予定の資産及び負債

の額を算定し、本件分割後の収益見込みについて検討したところ、分割会社及び承継会社とも、

本件分割後における長期継続的な損失等の発生は、現在予想されないことから、両社とも分割

期日以降に履行期が到来する債務につき、債務の履行の見込みがあるものと判断いたします。 

 

（２）会社分割当事会社の概要（平成 23 年９月 30 日現在） 

 分割会社 承継会社 

①名称 ＪＢサービス株式会社 ＪＢエンタープライズソリュー

ション株式会社 

②本店所在地 東京都大田区蒲田五丁目37番１

号ニッセイアロマスクエア 

東京都中央区日本橋浜町三丁目

３番２号 

③代表者 代表取締役社長 後藤 浩 代表取締役社長 宮村 忠良 

④事業内容 ＩＴサービス（導入、監視・運

用、保守）の提供 

企業の情報システムに関連する

トータルサービスの提供 

⑤資本金 480 百万円 480 百万円 



 
 

 

⑥設立年月日 平成 19 年４月２日 昭和 63 年４月１日 

⑦発行済株式総数 10,000 株 10,000 株 

⑧決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

⑨大株主及び持比率 当社 100％ 当社 100％ 

 

 

３．ＪＢＳ及びＪＢＴＳの合併について 

（１）合併の要旨 

①合併の日程 

合併契約承認取締役会  平成 23 年 12 月 22 日 

合併契約締結   平成 24 年  １月  １日（予定） 

合併契約承認株主総会  平成 24 年  ３月 30 日（予定） 

合併期日（効力発生日）  平成 24 年  ４月  １日（予定） 

 

②合併の方式 

ＪＢＳを存続会社とする吸収合併といたします。 

 

③合併に係る割当ての内容 

存続会社及び消滅会社の両社とも当社の完全子会社であるため、本件合併に際して当社にその

全てが割り当てられるべき新株の発行は行いません。 

 

（２）合併当事会社の概要（平成 23 年９月 30 日現在） 

 存続会社 消滅会社 

①名称 ＪＢサービス株式会社 株式会社ジェイビーシーシー・

テクニカル・サービス 

②本店所在地 東京都大田区蒲田五丁目37番１

号ニッセイアロマスクエア 

東京都江東区枝川一丁目10番19

号東武豊洲ビル 

③代表者 代表取締役社長 後藤 浩 代表取締役社長 荒木 啓之 

④事業内容 ＩＴサービス（導入、監視・運

用、保守）の提供 

情報機器に関連するテクニカル

サービスの提供 

⑤資本金 480 百万円 40 百万円 

⑥設立年月日 平成 19 年４月２日 平成 14 年４月１日 

⑦発行済株式総数 10,000 株 400 株 

⑧決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

⑨大株主及び持株比率 当社 100％ ＪＢサービス株式会社 100％ 

 

 
 



 
 

 

４．本グループ内組織再編後（平成 24 年４月１日（予定））の子会社の概要 
①商号 ＪＢＣＣ株式会社 ＪＢサービス株式会社 

②本店所在地 東京都大田区蒲田五丁目 37番１

号ニッセイアロマスクエア 

東京都大田区蒲田五丁目 37 番１

号ニッセイアロマスクエア 

③事業内容 企業の情報システムに関連する

トータルサービスの提供 

ＩＴサービス（導入、監視・運用、

保守）の提供 

④資本金 480 百万円 480 百万円 

⑤決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

※合併及び会社分割の効力発生日をもって、ＪＢＥＳは商号をＪＢエンタープライズソリューション

株式会社からＪＢＣＣ株式会社に変更する予定です。 
 

以上 



 
 

 

（参考）再編イメージ 
【現状：主な国内会社】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【再編概要】 

 
 
 

当社（ＪＢＣＣホールディングス株式会社）

日本ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
（ＪＢＣＣ）

ＪＢｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ
（ＪＢＥＳ）

ＪＢｻｰﾋﾞｽ
（ＪＢＳ）

ｼｰｱｲｴｽ
（ＣＩＳ）

ｿﾙﾈｯﾄ
（ＳＯＬＮＥＴ）

ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ
･ｻｰﾋﾞｽ
（ＧＢＳ）

ﾘｰﾄﾞ･ﾚｯｸｽ
（Ｒｅｅｄ Ｒｅｘ）

イグアス
（ｉＧＵＡＺＵ）

ＪＢｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ
･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
（ＪＢＡＴ）

Ｃ＆Ｃﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｻｰﾋﾞｽ

（Ｃ＆ＣＢＳ）

ｼﾞｪｲﾋﾞｰｼｰｼ
･ﾃｸﾆｶﾙ･ｻｰﾋﾞｽ

（ＪＢＴＳ）

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ
･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

（ＡＡＣ）

ｹﾝ･ｼｽﾃﾑ
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
（ＫＳＣ）

情報ソリューション ディストリビューション

製品開発製造 シェアード・サービス

（再編対象会社）


