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平成24年10月17日 

各      位 

上 場 会 社 名 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス 

 （コード番号：6068 ジャスダック） 

本 社 所 在 地 東京都新宿区新宿三丁目36番10号 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 山 室 正 之 

問 合 せ 先 取締役経営戦略本部長 白 井 智 章 

 TEL（03）3359-7580（代表） 

 

組織再編における手順の変更及び孫会社異動（子会社化）のお知らせ 

 

1.組織再編における手順の変更 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社ピーアンドピーが平成24年5月10日付で

開示した「単独株式移転による持株会社の設立に関するお知らせ」の記載内容のうち、持株会社体制への移行手順

の一部を変更することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

（1）変更の理由 

組織再編に係る各種実務コストを勘案し、よりコスト負担の少ない方法へ変更するものであります。 

 

（2）変更の概要 

当初、株式会社ピーアンドピーが保有する現金、子会社株式及び固定資産の当社への承継については、下記

「（3）持株会社体制への移行手順」の【変更前】STEP2 に記載の通り、吸収分割による方法を予定しておりましたが、

同【変更後】STEP2 に記載のように、現金及び子会社株式等については株式会社ピーアンドピーからの配当並びに

固定資産については譲渡によって行うことへと変更することといたしました。 

 

（3）持株会社体制への移行手順 

 

【変更前】 

ＳＴＥＰ１ 

 平成24 年6 月20 日に開催した定時株主総会での承認を受け、平成24 年10 月1 日を期日として、株式移

転により、完全親会社となる純粋持株会社を設立いたしました。同時に、株式会社ピーアンドピーは、純粋持

株会社の完全子会社となりました。 
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ＳＴＥＰ２ 

 平成 25 年 1 月を目途に、株式会社ピーアンドピーの関係会社株式を含めた関係会社管理部門を吸収分割

により当社に承継させることを予定しておりました。 

 

【変更後】 

ＳＴＥＰ１ ※当該ＳＴＥＰは変更ございません。 

 平成24 年6 月20 日に開催した定時株主総会での承認を受け、平成24 年10 月1 日を期日として、株式移

転により、完全親会社となる純粋持株会社を設立いたしました。同時に、株式会社ピーアンドピーは、純粋持

株会社の完全子会社となりました。 
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ＳＴＥＰ２ 

 平成24年10月から12月を目途に、株式会社ピーアンドピーの現金及び子会社株式等を配当により当社に

移転、固定資産については譲渡により、株式会社ピーアンドピーから当社へ移転します。 

 譲渡及び配当の内訳 

内容 移転方法 金額 時期 

固定資産（内部造作・備品及びソフトウェア等） 譲渡        37,908,432 円（税抜） 10 月 

現金 配当 700,000,000 円 11 月 

子会社株式及び自己株式については 2.孫会社異動（子会社化）をご参照ください。 

 

 

ＳＴＥＰ３ 

 平成 25 年 1 月を目途に、株式会社ピーアンドピーの管理部門を吸収分割により当社に承継させることを予

定しております。 

 

（4）今後の見通し 

この度の移行手順の変更による業績への影響は軽微であります。 
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2.孫会社異動（子会社化） 

前述の通り、当社の完全子会社となった株式会社ピーアンドピーは、平成24年10月17日開催の同社の取締役会

において、平成24年12月開催の臨時株主総会に、子会社（株式会社ピーアンドピー・キャリア、株式会社ピーアンド

ピー・インベックス、株式会社ジャパンプロスタッフ）株式の現物配当について付議することを決議いたしました。当社

は株式会社ピーアンドピー・キャリア、株式会社ピーアンドピー・インベックス、株式会社ジャパンプロスタッフ 3 社株

式の全てを取得し、同3 社は当社の子会社となりますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

（1）子会社株式現物配当及び子会社化の理由 

各々100%子会社として持株会社の傘下に存在する組織に再編し、グループ資金及びリソース配分の更なる効率化

を推進するためであります。 

 

（2）株式会社ピーアンドピーの剰余金の処分について 

株式会社ピーアンドピーは、その他資本剰余金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施いたします。 

 

①当社に対する配当財産の種類及び帳簿価額の総額 

配当の内容 数量 帳簿価額 時期 

株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス 

普通株式及び種類株式 
10,933,100 株   58,427,250 円   12 月 

株式会社ピーアンドピー・キャリア 

普通株式及び種類株式 
5,030 株   201,065,434 円   12 月 

株式会社ピーアンドピー・インベックス 

普通株式及び種類株式 
10,760 株   425,493,850 円   12 月 

株式会社ジャパンプロスタッフ 

普通株式及び種類株式 
4,000 株   345,100,000 円   12 月 

 

②当社に対する配当財産の割当てに関する事項 

株式会社ピーアンドピーの株主総会時点において議決権割合の 100%を有する株主である当社に対して、配当

財産すべてが割り当てられます。 

 

③当社に対する当該剰余金の配当が効力を生ずる日 

平成24 年12 月28 日 

 

（3）現物配当する会社の概要 

商号 株式会社ピーアンドピー 

所在地 東京都新宿区新宿三丁目27 番4 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長  山室 正之 

事業内容 販売支援サービス、ストア支援サービス、人材サービス、その他アウトソーシングサー

ビス 

資本金 1,384 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

設立年月日 1987 年1 月26 日 

純資産額 3,283 百万円（単体）（平成24 年3 月31 日現在） 

総資産額 5,591 百万円（単体）（平成24 年3 月31 日現在） 
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大株主及び持株比率 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス  100% 

（上場会社） 

 

（4）異動する孫会社の概要 

商号 株式会社ピーアンドピー・キャリア 

所在地 東京都新宿区西新宿一丁目25 番1 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長  木徳 貴志 

事業内容 人材サービス 

資本金 100 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

設立年月日 1989 年1 月 

純資産額 86 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

総資産額 546 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

当社（上場会社）との資本

関係 
当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。 

 

商号 株式会社ピーアンドピー・インベックス 

所在地 東京都新宿区新宿一丁目18 番10 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長  中山 大志 

事業内容 棚卸サービス 

資本金 243 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

設立年月日 1999 年1 月12 日 

純資産額 458 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

総資産額 761 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

当社（上場会社）との資本

関係 
当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。 

 

商号 株式会社ジャパンプロスタッフ 

所在地 東京都新宿区新宿三丁目27 番4 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長  伊藤 厚 

事業内容 人材サービス 

資本金 200 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

設立年月日 2001 年2 月1 日 

純資産額 140 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

総資産額 326 百万円（平成24 年3 月31 日現在） 

当社（上場会社）との資本

関係 
当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。 
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（5）日程 

平成24 年10 月17 日  株式会社ピーアンドピー取締役会決議 

平成24 年12 月28 日  株式会社ピーアンドピー臨時株主総会決議、現物配当 

 

（6）今後の見通し 

本件は、グループ内の取引であり、連結純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。 

 

 

（参考）平成24 年12 月28 日付 ピーアンドピーグループ新組織体制 

 

販売支援サービス、ストア支援サービス、人材サービス、その他アウ
トソーシングサービスを行うグループ会社の経営管理及びそれに付
帯する業務

株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス

株式会社ピーアンドピー
販売支援サービス、ストア支援サービス、人材サービス、その他アウ
トソーシングサービス

株式会社ジャパンプロスタッフ 人材サービス

株式会社ピーアンドピー・キャリア 人材サービス

株式会社ピーアンドピー・インベックス 棚卸サービス

 

 

 


