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特定子会社の吸収分割及び吸収合併に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の特定子会社である株式会社ジェイコムイースト（以下、「ジ

ェイコムイースト」といいます）を、2019年 6月１日を効力発生日として、当社の子会社である株式会社ジェ

イコムさいたま、株式会社ジェイコム湘南、株式会社ジェイコム千葉に吸収分割させ、株式会社ジェイコム

東京に吸収合併させることを決議いたしました。これにより、ジェイコムイーストは消滅し、当社の特定子会社

に該当しないことになりますので、お知らせいたします。なお本件は、今後開催予定の各社の株主総会の決

議をもって決定いたします。 

 

1. 本件の概要 

ジェイコムイーストは、これまでの合併の経緯により、営業地域が東京都、神奈川県、千葉県、群馬県及び

宮城県仙台市にわたっております。今般、J:COM グループの関東及び東日本地区における、効率的な営

業体制の実現及び管理体制の強化のため、今般ジェイコムイーストを各都県ごとの上記４子会社に吸収分

割および合併させることとしたものです。 

 

2. 本件の狙い 

ジェイコムイーストは、1995年 1月に株式会社タイタス・コミュニケーションズとして創業し、その後 2000年

9 月に株式会社ジュピターテレコム（以下、「J:COM」といいます）と経営統合し、J:COM の連結子会社となり

ました。その後、ジェイコムイーストは、J:COM の買収により増加する他の J:COM 連結子会社の一部を吸収

合併することで事業規模を拡大し、視聴可能世帯数 360万 4千世帯、年間売上高は 93,154百万円と、

東日本における J:COM の子会社で最大の規模となりました。今般の再編により、J:COM 各エリアにおける一

層の成長と企業価値向上を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3．ジェイコムイーストの概要（2018年 9月末現在） 

（１）名       称 株式会社ジェイコムイースト 

（２）所   在   地 東京都千代田区丸の内 1丁目 8番 1号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 本多 勉 

（４）事業内容 ケーブルテレビ事業及びインターネット事業の運営 

（５）資本金 15,057百万円 

（６）設立年月日 1995年 1月 10日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社ジュピターテレコム（100％） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 当該会社の親会社である株式会社ジュピターテレ

コムの株式を 50％保有 

人的関係 代表取締役社長を派遣 

取引関係 当該会社のインターネット上位回線の提供及び固

定電話サービスの卸提供等 

（９）当該会社の最近 3年間の経営成績 

決 算 期 2016年 3月期 2017年 3月期 2018年 3月期 

 売上高（百万円） 86,428 93,154 98,738 

 当期純利益（百万円） 9,255 9,277 9,364 

 

4. 吸収分割の相手先の概要（2018年 9月末現在） 

（１）名       称 株式会社ジェイコムさいたま 

（２）所   在   地 埼玉県さいたま市浦和区常盤 10丁目 4番 1号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 菊池 孝太郎 

（４）事業内容 ケーブルテレビ事業及びインターネット事業の運営 

（５）資本金 1,600百万円 

（６）設立年月日 1984年 7月 4日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社ジュピターテレコム（89.02％） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 当該会社の親会社である株式会社ジュピターテレ

コムの株式を 50％保有 

人的関係 非常勤取締役を派遣 

取引関係 当該会社のインターネット上位回線の提供及び固

定電話サービスの卸提供等 

（９）当該会社の最近 3年間の経営成績 

決 算 期 2016年 3月期 2017年 3月期 2018年 3月期 

 売上高（百万円） 26,831 27,814 29,215 

 当期純利益（百万円） 3,230 3,283 3,235 

 

 



 

（１）名       称 株式会社ジェイコム湘南 

（２）所   在   地 神奈川県横須賀市平成町 1丁目 1番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 國分 孝夫 

（４）事業内容 ケーブルテレビ事業及びインターネット事業の運営 

（５）資本金 5,772百万円 

（６）設立年月日 1991年 4月 23日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社ジュピターテレコム（86.55％） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 当該会社の親会社である株式会社ジュピターテレ

コムの株式を 50％保有 

人的関係 非常勤取締役を派遣 

取引関係 当該会社のインターネット上位回線の提供及び固

定電話サービスの卸提供等 

（９）当該会社の最近 3年間の経営成績 

決 算 期 2016年 3月期 2017年 3月期 2018年 3月期 

 売上高（百万円） 25,367 25,654 26,539 

 当期純利益（百万円） 4,272 4,050 4,145 

 

 

（１）名       称 株式会社ジェイコム千葉 

（２）所   在   地 千葉県浦安市入船 1丁目 5番 2号 プライムタワー新浦安 17F 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡部 弘之 

（４）事業内容 ケーブルテレビ事業及びインターネット事業の運営 

（５）資本金 3,395百万円 

（６）設立年月日 1988年 1月 21日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社ジュピターテレコム（85.76％） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 当該会社の親会社である株式会社ジュピターテレ

コムの株式を 50％保有 

人的関係 無し 

取引関係 当該会社のインターネット上位回線の提供及び固

定電話サービスの卸提供等 

（９）当該会社の最近 3年間の経営成績 

決 算 期 2016年 3月期 2017年 3月期 2018年 3月期 

 売上高（百万円） 10,896 11,021 13,443 

 当期純利益（百万円） 1,328 1,260 1,332 

  



5． 吸収合併の相手先の概要（2018年 9月末現在） 

（１）名       称 株式会社ジェイコム東京 

（２）所   在   地 東京都練馬区高野台 5丁目 22番 1号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 足立 好久 

（４）事業内容 ケーブルテレビ事業及びインターネット事業の運営 

（５）資本金 7,524百万円 

（６）設立年月日 1987年 5月 19日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社ジュピターテレコム（96.00％） 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 当該会社の親会社である株式会社ジュピターテレ

コムの株式を 50％保有 

人的関係 無し 

取引関係 当該会社のインターネット上位回線の提供及び固

定電話サービスの卸提供等 

（９）当該会社の最近 3年間の経営成績 

決 算 期 2016年 3月期 2017年 3月期 2018年 3月期 

 売上高（百万円） 38,616 38,945 39,918 

 当期純利益（百万円） 5,464 5,303 4,931 

 

6．業績に与える影響 

J:COMグループ内の再編であり、業績に与える影響は軽微です。 

 

7. 吸収分割日及び合併期日 

2019年 6 月 1 日（予定） 

 

以 上 

 


