
 
平成 30 年 3 月 8 日 

各  位 

会社名 三菱ロジスネクスト株式会社 

代表者名 代表取締役社長 御子神 隆 

（コード番号：7105 東証第一部） 

問合せ先  総 務 部 長  中村 泰司 

（TEL：075-956-8603） 

 

海外子会社の商号変更および孫会社の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30 年３月８日開催の取締役会において、欧州における海外子会社の商号変更及び

孫会社の異動を含む当社のグループ会社の事業体制の再編につ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. 再編の理由と概要 

当社は、欧州子会社である Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.（以下「MCFE」と

いいます。）及び UCE Holdings B.V.（以下「UCE」といいます。）の 2 社を通じて、欧州市場

においてフォークリフト等の生産販売を行ってきました。 

今般、個社事業の競争力強化及び環境変化に迅速に対応できる体制の徹底、欧州における経

営意思決定の最適化等を目的として、平成 30 年４月１日付で UCE の商号を Mitsubishi 

Logisnext Europe B.V.に変更するとともに、当社が保有する MCFE の株式を同社に現物出資す

る方法により、UCEを欧州における持株会社とする再編を行うことといたしました。この結果、

同日付で MCFE は当社の孫会社となります。 

 

２. 商号を変更する子会社の概要および新商号 

 

（1）名称 UCE Holdings B.V. 

（2）所在地 Enschede, The Netherlands 

（3）代表者の役職・氏名 Director, Yasushi Ozu 

Director, Nobuo Yo 

Director, Kennerth Lundgren 

（4）事業の内容 欧州統括管理 

（5）資本金 

（平成29年3月31日現在） 

9,548 千ＥＵＲ（邦貨額 1,251 百万円） 

※邦貨額は平成 30 年 3月 7 日付レート@131/€で換算しています。 

（6）設立年月日 2013 年 3 月 25 日            

（7）大株主および持株比率 当社 100.00％ 

（8）上場会社と当該会社との 

間の関係 

資本関係 当社は、当該会社株式 100%を所有しております。 

人的関係 当社上席執行役員１名、参事１名が当該会社の取締役

を兼務しております。 

取引関係 該当ありません 
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（9）当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態 

決算期 平成 27 年 3月期 平成 28 年 3月期 平成 29 年 3月期 

連結純資産 8,913 百万円 9,056 百万円 15,619 百万円 

連結総資産 37,122 百万円 37,752 百万円 41,595 百万円 

１株当たり連結純資産額 594,200   円   603,733   円 1,041,267   円 

連結売上高 41,059 百万円 41,609 百万円 36,461 百万円 

連結営業利益 715 百万円 1,512 百万円 892 百万円 

連結税引前利益 1,010 百万円 781 百万円 819 百万円 

連結当期純利益 △1,170 百万円 508 百万円 694 百万円 

１株当たり連結当期純利益 △78,000   円 33,867   円 43,267   円 

１株当たり配当金 － 円 － 円  － 円 

※経営成績および財政状態の邦貨額は、各決算期における加重平均レートおよび期末日レートで換算して 

おります。 

 

 ・新商号 Mitsubishi Logisnext Europe B.V. 

 

３．異動する孫会社の概要 

 

（1）名称 Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. 

（2）所在地 Almere, The Netherlands 

（3）代表者の役職・氏名 President, Yuichi Mano 

（4）事業の内容 フォークリフト等、各種運搬機械の製造・販売および保守 

（5）資本金 

   （平成29年 3月 31日現在） 

148,151 千ＥＵＲ（邦貨額 19,408 百万円） 

※邦貨額は平成 30 年 3月 7 日付レート@131/€で換算しています。 

（6）設立年月日 1992 年 6 月 23 日            

（7）大株主および持株比率 当社 97.55％ 

（8）上場会社と当該会社との 

間の関係 

資本関係 当社は、当該会社株式 97.55％を所有しております。 

人的関係 当社上席執行役員１名、参事１名が当該会社の取締役を

兼務しております。 

取引関係 当社からの部品供給および当社製品の販売 

（9）当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態 

決算期 平成 27 年 3月期 平成 28 年 3月期 平成 29 年 3月期 

連結純資産 3,082 百万円 2,499 百万円 2,722 百万円 

連結総資産 23,378 百万円 22,678 百万円 20,261 百万円 

１株当たり連結純資産額 9,441   円 7,656   円 8,338   円 

連結売上高 47,116 百万円 37,583 百万円 34,162 百万円 

連結営業利益 △1,832 百万円 △71 百万円 286 百万円 

連結税引前利益 △2,130 百万円 △573 百万円 617 百万円 

連結当期純利益 △2,676 百万円 △605 百万円 475 百万円 

１株当たり連結当期純利益 △8,196   円 △1,853   円 1,456   円 

１株当たり配当金 －   円 －   円 －   円 

  ※経営成績および財政状態の邦貨額は、各決算期における加重平均レートおよび期末日レートで換算して 

おります。 
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４. 今後の見通し 

本件はグループ内の子会社の再編であり、業績への影響は見込んでおりません。 

 

以 上 

 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 30 年 2 月 6 日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期業績予想 

(平成30年3月期) 
410,000 百万円 9,000 百万円 8,000 百万円 2,500 百万円 

前期実績 

(平成29年3月期) 
270,969 百万円 10,508 百万円 8,978 百万円 3,635 百万円 

 


