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平成25年3月28日 

 

各   位 

 

会 社 名：日 本 コ ン ベ ヤ 株 式 会 社 

代表者名：代表取締役社長 西 尾 佳 純 

               （コード番号 6375） 

問合せ先：取締役管理本部長 石 田 稔 夫 

              （TEL：072-872-2151） 

 

 

 キャリアスタッフネットワーク株式会社との株式交換及び 

ＴＣＳホールディングス株式会社との資本業務提携の 

基本合意書締結に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 25 年 3 月 28 日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、キャリアスタッフ

ネットワーク株式会社（以下「ＣＳＮ」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株

式交換」といいます。）を行うこと及びＴＣＳホールディングス株式会社（以下「ＴＣＳ-ＨＤ」といいま

す。）との資本業務提携を含む基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）を、ＴＣＳ-ＨＤ及びＣＳ

Ｎとの間で締結することを決議し、同日付で本基本合意書を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 尚、本株式交換は、簡易株式交換のため開示事項及び内容を一部省略しております。 

 

１． 本株式交換及び資本業務提携の目的 

 ＴＣＳグループは従来より当社の安定株主でありましたが、当社を含む製造業をとりまく環境がますます

厳しくなる中で、今後の成長基盤を確立すべく、当社グループとＣＳＮを含むＴＣＳグループのそれぞれの

得意分野を活かしながら、シナジー効果を追及し、それぞれの企業価値の最大化を図ることを目的として本

株式交換及び資本業務提携を実施するものであります。今後は、お互いの経営資源を有効活用していくこと

により事業領域の拡大を目指してまいります。 

 

２． 本株式交換及び資本業務提携の要旨 

(1)本株式交換及び資本業務提携の日程 

平成25年3月28日 本基本合意書締結の取締役会決議（当社、ＴＣＳ-ＨＤ、ＣＳＮ） 

平成25年3月28日 本基本合意書締結（三者間） 

平成25年6月上旬  株式交換契約書締結の取締役会決議（当社、ＣＳＮ）（予定） 

平成25年6月上旬  株式交換契約書締結（両者間）（予定） 

平成25年8月上旬  株式交換期日(効力発生日)（予定） 

（注1） 本株式交換の日程は手続きの進行に応じ必要あるときは協議の上で変更することがあります。 

 

 (2)本株式交換の方法 

 当社を株式交換完全親会社、ＣＳＮを株式交換完全子会社とする株式交換となります。本株式交換

は、当社については、会社法 796 条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承

認を受けずに行う予定です。ＣＳＮについては、平成 25 年 6 月に開催予定のＣＳＮの株主総会におい

て本株式交換契約の承認を受けたうえで行う予定です。 

 

 (3)本株式交換による割当の内容 

 本株式交換に際して当社はＣＳＮの株主に対して当社の普通株式を交付予定です。交付に際しては

当社保有の自己株式を充当する予定です。株式交換比率は第三者機関の算定を踏まえ、今後、両社協

議の上で決定いたします（決定次第、追加開示いたします）。 
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(4) 本基本合意書における資本業務提携の内容 

①当社がＣＳＮを株式交換により完全子会社化し、人材派遣・ソフトウェア開発事業を行います。 

②将来的には、その他の事業分野において、当社グループとＴＣＳグループ間で新規に事業を立 

ち上げ更なる企業価値向上を目指す。具体的な内容については検討中です。 

③海外展開において当社グループとＴＣＳグループの拠点の有効活用を図る。 

④当社グループとＴＣＳグループの人材交流及び教育により両グループ間のシナジーを最大化する。 

⑤ＴＣＳグループから当社への非常勤取締役派遣を検討する。 

⑥ＴＣＳ-ＨＤはＣＳＮを含む共同保有者合計25社とともに当社の株券等保有割合15.17%(当社の 

総株主の議決権の15.78%)を保有している旨の変更報告書(大量保有)を関東財務局長に提出して 

おりますが、本日を報告義務日として、保有目的の変更(純投資→資本業務提携関係の構築)と共 

同保有者の増加(25社→38社)及び当社の株券等保有割合24.90% (総株主の議決権の25.90%)を保 

有している旨の変更報告書(大量保有)を提出する予定です。 

 

３． 本株式交換及び資本業務提携の当事会社の概要 

(1)本株式交換の相手先の概要 

(1) 商号 キャリアスタッフネットワーク株式会社 

(2) 本店所在地 東京都豊島区目白二丁目16番20号 

(3) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 髙 山 芳 之 

(4) 事業内容 
一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業、有料職業紹介 

事業、ソフトウェア開発、その他 

(5) 資本金 100百万円 

(6) 設立年月日 平成15年(2003年)10月1日 

(7) 発行済株式数 2,000株 

(8) 決算期 3月31日 

(9) 従業員 120人 

(10) 大株主及び持株比率 

豊栄実業株式会社 15.00 % 

高栄商産株式会社 15.00 % 

ＭＵＴＯＨホールディング株式会社 10.00 % 

北部通信工業株式会社 10.00 % 

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 10.00 % 

ユニシステム株式会社 10.00 % 

コムシス株式会社 10.00 % 

ハイテクシステム株式会社 10.00 % 

シグマトロン株式会社 10.00 % 

(11) 当事者間の関係 

  資本関係 
当該会社は当社の総株主の議決権の0.24%を保有しておりますが、 

今後売却の方向で検討しております。 

  人的関係 

当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社と

の間には、特筆すべき人的関係はありません。 

  取引関係 

当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社と

の間には、特筆すべき取引関係はありません。 

  関連当事者への該当状況 
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の

関係者及び関係会社は、当社の関連当事者に該当しません。 
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(12) 最近の経営成績及び財政状況(単位：百万円、特記しているものを除く) 

  決算期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

  純資産  212  236  263

  総資産  335  351  364

  １株当たり純資産(円)  105,845  117,829  131,453

  売上高 1,552 1,536 1,471

  営業利益 29 25 21

  経常利益 43 40 31

  当期純利益 19 20 17

  １株当たり当期純利益(円)  9,729  9,914  8,668

  １株当たり配当金(円)  0  0  0

 

(2)資本業務提携の相手方の概要 

(1) 商号 ＴＣＳホールディングス株式会社 

(2) 本店所在地 東京都中央区日本橋本町四丁目８番14号 

(3) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 髙山 允伯 

(4) 事業内容 不動産賃貸、株式の所有及び管理 

(5) 資本金 100,000千円 

(6) 設立年月日 昭和49年(1974年)9月9日 

(7) 発行済株式数 450,000株 

(8) 決算期 3月31日 

(9) 従業員 (連結) 約8,000人 

(10) 大株主及び持株比率 

髙 山 芳 之 33.79% 

髙 山 正 大 31.07% 

豊栄実業株式会社 21.44% 

高栄商産株式会社 10.03% 

髙 山 和 子  3.06% 

柳 井 とよ子  0.61% 

(11) 当事者間の関係 

  資本関係 
当該会社はＣＳＮを含む共同保有者合計25社とともに当社の総株主

の議決権の15.78%を保有しております。 

  人的関係 

当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社と

の間には、特筆すべき人的関係はありません。 

  取引関係 

当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社と

の間には、特筆すべき取引関係はありません。 

  関連当事者への該当状況 
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の

関係者及び関係会社は、当社の関連当事者に該当しません。 
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(12) 最近の経営成績及び財政状況(単位：百万円、特記しているものを除く) 

  決算期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

  連結純資産 41,524 44,321 48,903

  連結総資産 79,369 76,638 78,066

  １株当たり純資産(円) 92,277.17 98,492.36 108,673.36

  連結売上高 93,138 90,387 86,680

  連結営業利益 5,635 7,444 7,051

  連結経常利益 6,416 8,057 7,820

  連結当期純利益 2,164 1,485 3,017

  １株当たり当期純利益(円) 4,810.74 3,300.26 6,705.53

  １株当たり配当金(円) 616.00 179.20 280.00

 

(3) 当社の概要 

(1) 商号 日本コンベヤ株式会社 

(2) 本店所在地 大阪府大東市緑が丘二丁目１番１号 

(3) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 西 尾 佳 純 

(4) 事業内容 ベルトコンベヤ、立体駐車装置 

(5) 資本金 38億5,103万円 

(6) 設立年月日 昭和24年(1949年)５月26日 

(7) 発行済株式数 普通株式 64,741,955 株 

(8) 決算期 3月31日 

(9) 従業員 (連結) 231人 

(10) 大株主及び持株比率 

日本コンベヤ取引先持株会 2.2 % 

株式会社みずほ銀行 1.8 % 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1.8 % 

高栄商産株式会社 1.8 % 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.6 % 

豊栄実業株式会社 1.6 % 

シグマアイティエス株式会社 1.5 % 

インターネットウェア株式会社 1.3 % 

ＴＣＳホールディングス株式会社 1.2 % 

(11) 最近の経営成績及び財政状況(単位：百万円、特記しているものを除く) 

  決算期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

  連結純資産 6,958 6,721 6,707

  連結総資産 12,385 12,555 13,980

  １株当たり純資産(円) 108.51 104.68 104.26

  連結売上高 10,115 12,080 11,052

  連結営業利益 592 57 299

  連結経常利益 542 20 298

  
連結当期純利益 

又は純損失(△) 
274 △ 131 75

  
１株当たり当期純利益 

又は純損失(△)(円) 
4.34 △ 2.10 1.21

  １株当たり配当金(円) 1.00 1.00 1.00
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４． 今後の見通し 

本件により、当社グループとＴＣＳグループの協力関係を深め、著しく変化する事業環境の中に

あって、競争力、収益力のある企業グループを目指してまいります。 

なお、本提携による、当期の連結業績に与える影響はありません。 

 

以 上 


