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平成 24年 3月 9日 

  各    位 

会 社 名 ＶＴホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 高 橋 一 穂 

コード番号 ７５９３ 名証第２部、大証ＪＱ 

問合わせ先 取締役管理本部長 山 内 一 郎 

(TEL ０５２-２０３-９５００） 

 

株式会社日産サティオ埼玉の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、平成24年3月9日開催の取締役会において、当社グループの日産系連結子会社を通して、

株式会社日産サティオ埼玉の株式を取得し、子会社化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．株式の取得の理由 

当社グループは、自動車販売関連事業を中核事業とし、独自の自動車ディーラーの運営ノウハウに

より、業界では、際立った収益性を実現してまいりました。また、当社は新車販売ディーラーを企業

買収により取得、子会社化することにより、当社グループの業容拡大を図ることを成長戦略としてお

ります。 

このたび、当社グループの自動車販売関連事業の業容拡大のため、株式会社日産サティオ埼玉が会

社分割（新設分割）により設立する自動車販売事業運営会社（以降、「新 株式会社日産サティオ埼玉」

という）の全株式を取得し、子会社化する事となりました。「新 株式会社日産サティオ埼玉」は、埼

玉県の東南部において、日産系の新車ディーラーを 17店舗運営する自動車ディーラーであり、子会社

化後は、当社グループで蓄積された自動車ディーラー運営のノウハウを導入し、早期に収益拡大を図

り、当社グループの他の子会社同様の高収益ディーラーとして、当社連結業績に貢献するものと考え

ております。 

 

２．異動の方法 

株式会社日産サティオ埼玉は、平成 24年 4月 2日付で同社の自動車販売事業運営会社のみを会社分

割し、「新 株式会社日産サティオ埼玉」を設立する予定でありますが、新設会社である「新 株式会社

日産サティオ埼玉」の発行済株式 15株のすべてを当社の連結子会社である長野日産自動車株式会社が

8株（53.33％）、静岡日産自動車株式会社が 5株（33.33％）、三河日産自動車会社が 2株（13.33％）

取得し、「新 株式会社日産サティオ埼玉」を子会社（当社連結子会社）とする予定です。 

 

３．異動する子会社（新設する株式会社日産サティオ埼玉）の概要 

(1) 商号 株式会社日産サティオ埼玉 

(2) 本店所在地 さいたま市中央区上落合 5-3-6 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 加藤 和彦 

(4) 事業内容 
日産自動車製新車販売、各種中古車販売、自動車整備全般、その他関連

する業務 

(5) 資本金の額 1,500 円 

(6) 設立年月日 平成 24年 4月 2日予定 

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ブルーステージ（旧 株式会社日産サティオ埼玉) 100％ 

(8) 子会社の状況 
子会社の数 1 

会社の名称 日産サービス埼玉株式会社 
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(9) 上場会社と当該会社の

関係等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

(10) 最新事業年度における業績の動向 

「新 株式会社日産サティオ埼玉」は平成 24 年 4 月 2 日に設立予定であるため、同社個別の最新事業

年度に係る業績（実績）はありません。なお、旧 株式会社日産サティオ埼玉の直近業績（平成 23 年

3月期）における売上高は、10,909 百万円、総資産は6,876 百万円となっております。 

※ 新 株式会社日産サティオ埼玉の資本金は、株式取得時点では 1,500 円となる予定ですが、今後の財務基

盤の安定を図るため、15億円の資本注入を行う予定です。 

 

４．株式を取得する子会社の概要 

(1) 商号 長野日産自動車株式会社 

(2) 代表者 代表取締役社長 冨田 信 

(3) 所在地 長野市川合新田 3616 番地 1 

(4) 主な事業内容 日産自動車製新車販売、各種中古車販売、自動車整備全般、その他関連する業務

(5) 資本金の額 37,500 千円 
  

(1) 商号 静岡日産自動車株式会社 

(2) 代表者 代表取締役社長 加藤 和彦 

(3) 所在地 静岡市駿河区国吉田一丁目7番 48号 

(4) 主な事業内容 日産自動車製新車販売、各種中古車販売、自動車整備全般、その他関連する業務

(5) 資本金の額 40,000 千円 
  

(1) 商号 三河日産自動車株式会社 

(2) 代表者 代表取締役社長 土井 彰 

(3) 所在地 愛知県安城市横山町大山田中 79番 3号 

(4) 主な事業内容 日産自動車製新車販売、各種中古車販売、自動車整備全般、その他関連する業務

(5) 資本金の額 30,000 千円 

 

５．株式取得の相手先の概要 

(1) 商号 
株式会社ブルーステージ（旧 株式会社日産サティオ埼玉･平成 24年 4月

2日変更予定） 

(2) 本店所在地 東京都目黒区緑が丘 2-12-13（平成 24年 4月 2日変更予定） 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡辺珍治（平成 24年 4月 2日変更予定） 

(4) 事業内容 不動産賃貸事業、その他関連する業務 

(5) 資本金の額 40,000 千円 

(6) 設立年月日 昭和 61年 3月 19日 

(7) 純資産 △946百万円（平成 23年 3月末時点） 

(8) 総資産 6,876 百万円（平成 23年 3月末時点） 

(9) 大株主及び持株比率 

有限会社レッドステージ緑ヶ丘  32.7％ 

渡辺珍治  16.7％ 

株式会社損保ジャパン  10.0％ 

東京海上日動火災保険株式会社  10.0％ 

あいおい損害保険株式会社  10.0％ 
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(10) 上場会社と当該会社の

関係等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

※ 旧 株式会社日産サティオ埼玉は、平成 24年 4月 2日に自動車販売事業を会社分割（分離）し、商号・本

店所在地・代表者を上記（1）（2）（3）のとおりに変更する予定です。 

 

６．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 0株 

(2) 取得株式数 

合計 15株 (議決権の数：15個 取得価額：1,500 円) 

（うち長野日産自動車株式会社 8株、静岡日産自動車株式会社 5株、

三河日産自動車株式会社 2株） 

(3) 異動後の所有株式数 

合計 15株 (議決権の数：15個 所有割合：100％) 

（うち長野日産自動車株式会社 8株、静岡日産自動車株式会社 5株、

三河日産自動車株式会社 2株） 

(4) 取得価額の算定根拠 

取得価額は、当該会社の子会社化による今後の収益性を検討したうえで、譲渡先企業との間で総

合的に検討を行い協議した結果、取得価額を決定いたしました。 

 

７．日程 

取締役会決議 平成 24年 3月 9日 

株式譲渡契約締結 平成 24年 3月 9日 

新設分割の効力発生 平成 24年 4月 2日(予定) 

株式引渡期日 平成 24年 4月 2日(予定) 

 

８．今後の見通し 

今回の子会社化に伴い、株式会社日産サティオ埼玉及びその子会社は当社の連結子会社となります。

なお、株式取得日が平成 24年 4月 2日となるため、当期の業績に与える影響はありません。また、平

成 25年 3月期の当社連結業績に与える影響については現在精査中であり、影響額が確定次第、速やか

にお知らせいたします。 

 

（参考）当期業績予想（平成 24年 2月 7日公表分）及び前期実績 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（平成 24年 3月期） 
94,000 百万円 6,200 百万円 6,000 百万円 4,000 百万円

前期実績 

（平成 23年 3月期） 
92,657 百万円 5,919 百万円 5,700 百万円 2,763 百万円

 

以上 


