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平成24年９月14日 
各  位 

会 社 名   JALCO ホールディングス株式会社 

代表者名   代表取締役社長 田辺 順一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6625） 

問合せ先 

役職・氏名 取締役管理本部長 大浦 隆文 
                          電 話   050－5536－9824 
 

 

（開示事項の経過）子会社の事業譲渡及び子会社（孫会社）の異動 
（出資持分譲渡）に関するお知らせ 
 

平成 24 年６月 26 日発表「子会社の事業譲渡及び子会社（孫会社）の異動（出資持分譲渡）に関する

お知らせ」に関しまして、当社連結子会社の株式会社ジャルコ（以下、「ジャルコ」といいます。）は、

平成 24 年６月 26 日に東北タツミ株式会社（以下、「東北タツミ」といいます。）との間で締結した基

本合意書に基づき、電子機器用部品事業の一部、及びジャルコの子会社（当社の孫会社）である杭州佳

路克電子有限公司並びにJALCO ELECTRONICS HONGKONG LIMITEDのジャルコ保有出資持分の全てを譲渡す

る契約を締結することを、本日開催の取締役会において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． 事業譲渡の目的 

 当該事業譲渡は、ジャルコが営む電子機器用部品事業において、製造部門を第三者に譲渡することによ

り、当該事業における製造経費に関するリスクを排除するとともに、AV家電及びその他デジタル家電にお

けるハイスペックな電子部品の開発、販売活動などに特化することで収益性を改善し、グループ全体の損

益の改善を図り、財務状況の改善を図ることを目的とするものであります。 

 

 

２．事業譲渡の概要 

 （１）事業譲渡の日程 

    基本合意書締結                       平成 24 年６月 26 日 

    事業譲渡契約取締役会決議                  平成 24 年９月 14 日 

    事業譲渡契約書締結                     平成 24 年９月 14 日 

    出資持分譲渡契約書締結（杭州佳路克電子有限公司）      平成 24 年９月 14 日 

    出資持分譲渡契約書締結（JALCO ELECTRONICS HONGKONG LIMITED）平成 24 年９月 14 日 

    事業提携契約書締結                     平成 24 年９月 14 日 

    事業譲渡の効力発生日                    平成 24 年９月 28 日（予定） 

 

（２）譲渡事業内容 

電子機器用部品事業にかかるAV家電市場に関連する国内外における既存のお客様とのお取引、及び 

これらにかかる全ての製造・販売部門（海外における製造、販売の拠点である海外子会社 杭州佳路

克電子有限公司、JALCO ELECTRONICS HONGKONG LIMITEDへの全出資持分も含む） 

 

 （３）譲渡事業の経営成績 

 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 

（見込み） 

電子機器用部品事業売上高（ａ） 3,916,094 千円 1,884,150 千円 730,000 千円

連結売上高（ｂ） 3,916,094 千円 1,890,277 千円 4,300,000 千円

比率（ａ／ｂ） 100％ 99.7％ 17.0％

営業利益又は営業損失（△） △289,370 千円 △533,060 千円 △112,823 千円



                          - 2 -

   （注）平成 25 年３月期につきましては、本日、別途開示しております「特別損失の発生及び業績

予想の修正に関するお知らせ ２．連結業績予想値の修正 （２）通期の業績予想修正」に

記載の数値を基に記載しております。 

 

 （４）譲渡資産の項目及び金額（平成 24 年８月 31 日現在）  

資産 

項目 金額 

棚卸資産 59,033 千円

固定資産 38,860 千円

関係会社出資持分 152,972 千円

  

   （注１）ジャルコが保有する福島工場の土地、建物、建物付属設備については引き続きジャルコが 

       保有し、東北タツミに対する賃貸を継続いたします。 

   （注２）関係会社出資持分につきましては、連結貸借対照表上の純資産額を記載しております。 

   （注３）譲渡する資産については、上記金額に事業譲渡効力発生日における実際の増減を加味した 

       上で確定いたします。 

   （注４）譲渡対象負債はございません。 

     

 （５）譲渡価額及び決済方法 

    ①譲渡価額：２億円 

（うち杭州佳路克電子有限公司に対する出資持分 30 百万円、JALCO ELECTRONICS HONGKONG 

LIMITEDに対する出資持分 57 百万円） 

    ②決済方法：金銭を対価とする譲渡 

    ③譲渡価額の算定根拠 

     上記の譲渡価額は、その公平性と妥当性を期すため、独立した第三者に譲渡対象資産の評価を

依頼し、その結果及び平成 24 年８月 31 日現在の簿価を基に、当社と東北タツミとの間で総合的

に検討、協議を行った上で決定いたしました。 

   （注）上記金額については、事業譲渡効力発生日における対象資産の増減に合わせて変更される可

能性があります。 

 

 （６）事業譲渡後の株式会社ジャルコの事業運営について 

   本日、ジャルコと東北タツミは、今後、電子機器用部品事業における製造部門を東北タツミに担っ

ていただくことを前提として、ジャルコが新規に受注した場合の役割分担・利益配分、ジャルコが保

有する商標・トレードマーク等の無形財産の使用にかかるブランド使用料などを定めた事業提携契約

書を締結しております。   

   平成 24 年６月 26 日開示の「子会社の事業譲渡及び子会社（孫会社）の異動（出資持分譲渡）に関

するお知らせ」に記載のとおり、今後、ジャルコは、 

・中国華南におけるODMビジネスを中心とするAV家電及びその他デジタル家電におけるハイスペッ

クな電子部品の開発・販売 

・パチンコ、パチスロ等のアミューズメント機器に関する電子部品の開発・販売 

・パチンコ、パチスロ分野におけるアミューズメント機器以外の機械・機器の開発・販売 

を東北タツミと協業して進めていく方針であります。 

  

 

 ３．出資持分譲渡の概要  

（１）杭州佳路克電子有限公司 

  ①異動する子会社（孫会社）の概要 

   ａ．商号              杭州佳路克電子有限公司 

   ｂ．代表者、役職      董事長 田辺 順一 

   ｃ．本店所在地        No.8,(Yang Building Industrial Park) Baijia Yuan Road,Liuxia 

                            Town,Xihu District,Hangzhou City,Zhejiang Province,China 

   ｄ．設立年月         平成 13 年７月 

   ｅ．主な事業内容      電子機器用部品製造販売 
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   ｆ．事業年度の末日    12 月 

   ｇ．従業員数          167 名(平成 24 年３月 31 日現在） 

   ｈ．資本金の額        27,275,000RMB（平成 24 年９月 13 日現在 約３億 35 百万円） 

   ｉ．出資割合          株式会社ジャルコ 100%    

   J．最近事業年度における業績の動向 

 平成 21 年 12 月期 平成 22 年 12 月期 平成 23 年 12 月期 

売上高 940,256 千円 635,130 千円 408,516 千円

営業利益 90,051 千円 47,318 千円 7,474 千円

経常利益 94,820 千円 38,760 千円 7,556 千円

当期純利益 75,794 千円 75,029 千円 2,631 千円

総資産 428,510 千円 298,731 千円 233,158 千円

株主資本 9,022 千円 49,161 千円 36,631 千円

１株当たり配当金 ―円―銭 ―円―銭 ―円―銭

  ②譲渡出資持分、譲渡価額及び譲渡前後の所有出資持分の状況 

   ａ．異動前の出資持分  株式会社ジャルコ 100％ 

   ｂ．譲渡出資持分    100％ 

   ｃ．譲渡価額      30 百万円 

   ｄ．異動後の出資持分  ０％ 

 

（２）JALCO ELECTRONICS HONGKONG LIMITED 

  ①異動する子会社（孫会社）の概要 

   ａ．商号              JALCO ELECTRONICS HONGKONG LIMITED 

   ｂ．代表者、役職      Managing Director 大川 章 

   ｃ．本店所在地        Room 712, 7/F, Sterling Centre 11 Cheung Yue Street,Cheung Sha Wan, 

                            Kowloon Hong Kong 

   ｄ．設立年月         平成５年 10 月 

   ｅ．主な事業内容      電子機器用部品販売 

   ｆ．事業年度の末日    ３月 

   ｇ．従業員数          ５名(平成 24 年３月 31 日現在） 

   ｈ．資本金の額        2,700,000HK$（平成 24 年９月 13 日現在 約 27 百万円） 

   ｉ．出資割合     株式会社ジャルコ 100% 

   J．最近事業年度における業績の動向 

 平成 22 年 3月期 平成 23 年 3月期 平成 24 年 3月期 

売上高 1,072,826 千円 1,735,357 千円 941,241 千円

営業利益 24,001 千円 69,505 千円 22,974 千円

経常利益 23,749 千円 73,221 千円 23,689 千円

当期純利益 24,550 千円 17,564 千円 23,689 千円

総資産 282,859 千円 298,360 千円 228,710 千円

株主資本 9,710 千円 27,275 千円 50,964 千円

１株当たり配当金 ―円―銭 ―円―銭 ―円―銭

  ②譲渡出資持分、譲渡価額及び譲渡前後の所有出資持分の状況 

   ａ．異動前の出資持分  株式会社ジャルコ 100％ 

   ｂ．譲渡出資持分    100％ 

   ｃ．譲渡価額      57 百万円 

   ｄ．異動後の出資持分  ０％ 
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 ４．譲渡先（東北タツミ株式会社）の概要 

（１）商号 東北タツミ株式会社 

（２）本店所在地 福島県福島市伏拝字沖 51－６ 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 吉岡 勉 

（４）事業内容 デジタル家電製品組立・車体制御機器組立 

業務請負・環境分析 

（５）資本金の額 50 百万円 

（６）設立年月 昭和 55 年 12 月 

（７）純資産 △20,745 千円 

（８）総資産  905,643 千円 

（９）大株主及び持株比率 吉岡 勉 92％ 

（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：株式会社ジャルコとの間で「業務委託基本

合意書」を締結し、「精密プレス部品及び

機構部品の製造業務」「倉庫管理業務」を

委託しております。 

関連当事者への該当状況：該当事項はありません。 

 

  

 ５．会計処理の概要 

  本件譲渡により、平成 25 年３月期第２四半期連結決算において、事業譲渡損 50 百万円を特別損失と 

 して計上する見込みであります。 

 

  

６．今後の見通し 

 上記、事業譲渡損 50 百万円を含め、本件譲渡が平成 25 年３月期の連結業績に与える影響については、 

本日発表「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
 

以 上 


