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平成 29年 2 月 24日 

各 位 

会社名  ＡＮＡホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 片野坂 真哉 

（コード番号   9 2 0 2 東証第１部） 

問合せ先 コーポレートコミュニケーション室 

グ ル ー プ 総 務 部 長  原  雄 三 

（ＴＥＬ . ０３－６７３５－１００１ ） 

 

 

連結子会社の異動を伴う株式取得に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である Peach・Aviation 株式会社（以

下、Peach 社）の株式を、株式会社産業革新機構（以下、INCJ）及び First Eastern Aviation Holdings 

Limited（以下、FE）から追加取得し、連結子会社とすることへ向けた株式譲渡契約の締結を決議しました

ので下記のとおりお知らせします。なお、本件実施は、関係当局の承認を前提としております。 

 

 

記 

 

 

１. 株式の取得の理由 

当社は、平成 23 年、INCJ、FE の共同出資によって格安航空会社（以下、LCC）である Peach 社を設立

致しました。Peach 社は、当社の持分法適用関連会社として、低価格での航空運送サービスを提供するこ

とにより新規航空需要を開拓し、順調に事業を拡大してまいりましたが、Peach 社の成長をより一層加速

するため、当社は、INCJ 及び FE が所有する株式の一部を取得し、連結子会社とすることで INCJ 及び FE

と合意致しました。Peach 社独自の企業文化やブランドを活かしつつ、フルサービスキャリアと LCC、そ

れぞれの得意領域における能力を最大限発揮することによって、企業価値・株主価値を向上させ、更な

る成長をはかってまいります。 

 

２. 異動する子会社の概要 

(1) 名称 Peach・Aviation 株式会社 

(2) 所在地 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１番地 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役ＣＥＯ 井上 慎一 

(4) 事業内容 定期航空運送事業 

(5) 資本金 7,515 百万円 

(6) 設立年月日 平成 23年２月 10日 

(7) 大株主及び持株比率 当社 38.67％ 

First Eastern Aviation Holdings Limited 33.33％ 

株式会社産業革新機構 28.00％ 
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(8) 上場会社と当該会社と

の間の関係 

資 本 関 係 当社が 38.67％出資しております。 

人 的 関 係 当社から取締役１名、監査役１名が就任しています。 

取 引 関 係 当社連結子会社と Peach 社との間で空港業務の受委託、

燃油調達の受委託契約等を締結しており、それら契約に

基づき取引を行なっております。 

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 26年３月期 平成 27年３月期 平成 28年３月期 

純資産 13,238 百万円 14,309 百万円 16,003 百万円 

総資産 23,828 百万円 28,444 百万円 36,844 百万円 

１株当たり純資産 44,128 円 93 銭 47,697 円 08 銭 53,343 円 83 銭 

売上高 30,595 百万円 37,141 百万円 47,939 百万円 

営業利益 2,007 百万円 2,865 百万円 6,181 百万円 

経常利益 1,710 百万円 1,596 百万円 4,759 百万円 

当期純利益 1,046 百万円 1,068 百万円 2,744 百万円 

１株当たり当期純利益 3,488 円 50銭 3,561 円 65銭 9,149 円 75銭 

１株当たり配当金 - - 6,500 円 

 

３. 株式取得の相手先の概要 

(1) 名称 株式会社産業革新機構 

(2) 所在地 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役会長（ＣＥＯ） 志賀 俊之 

代表取締役社長（ＣＯＯ） 勝又 幹英 

(4) 事業内容 産業競争力強化法に定める特定事業活動支援等 

(5) 資本金 150,005 百万円 

(6) 設立年月日 平成 21年７月 17日 

(7) 純資産 735,906 百万円（平成 28年３月期） 

(8) 総資産 1,205,910 百万円（平成 28年３月期） 

(9) 大株主及び持株比率 財務大臣 95.3％ 

(10) 上場会社と当該会社の

関係 

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。 

 

 

(1) 名称 First Eastern Aviation Holdings Limited 

(2) 所在地 4/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Hong Kong 

(3) 代表者の役職・氏名 Dr. Victor Lap-Lik Chu, Chairman 

(4) 事業内容 アジアの革新的企業を対象とした投資等  

(5) 資本金 400百万香港ドル（約 60億円） 

(6) 組成日 平成 22年 12月 21 日 

(7) 純資産 130百万米ドル（約 152億円：平成 28 年 12月 31日時点） 

(8) 総資産 137百万米ドル（約 160億円：平成 28 年 12月 31日時点） 
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(9) 大株主及び持株比率 FE Japan Holdings (No.１) Limited 51.0％ 

FE Japan Holdings (No.２) Limited 49.0％ 

(10) 上場会社と当該会社の

関係 

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。 

 

４. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 116,001 株 

（議決権の数：116,001 個） 

（議決権所有割合：38.67％） 

(2) 取得株式数 85,000 株 

（議決権の数：85,000 個） 

(3) 取得価額 304億円 

(4) 異動後の所有株式数 201,001 株 

（議決権の数：201,001 個） 

（議決権所有割合：67.00％） 

 

５. 日程 

(1) 取締役会決議日 平成 29年２月 24日 

(2) 契約締結日 平成 29年２月 24日 

(3) 株式譲渡実行日 平成 29年４月 10日（予定） 

 

６. 今後の見通し 

譲渡の効力発生日が４月以降となるため、本件が平成 29 年３月期における当社の連結業績に与える影

響はありません。なお、当社の平成 30 年３月期の連結業績見通しについては、本件が次年度の連結業績

に与える影響も精査した上で、別途お知らせ致します。 

 

以 上 

 

 


