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2021年１月20日 

各位 

会 社 名  株式会社ヤマダホールディングス 

代表者名  代表取締役社長   三嶋 恒夫 

(コード番号 9831 東証第一部) 

問合せ先      執行役員 経営企画室長 

清村 浩一 

(TEL:0570-078-181) 

 

（訂正）「簡易株式交換による子会社の完全子会社化に関するお知らせ」の 

一部訂正について 

 

当社が、2021年１月18日に発表致しました「簡易株式交換による子会社の完全子会社化に関するお

知らせ」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

（訂正前） 

４．本株式交換の当事会社の概要 

（２）株式交換完全子会社                        

 株式交換完全子会社 

(１) 名称 シー・アイ・シー インバースネット テス 

(２) 本店所在地 群馬県高崎市東貝沢町１

丁目16番地１ 

神奈川県横浜市神奈川

区新浦島町１丁目１番

地25 

群馬県前橋市下石倉町33

番８ 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役  

太田 伸一 

代表取締役 

山本 慶次郎 

代表取締役 塚越 進

一 

(４) 事業内容 一般及び産業廃棄物処

理事業、総合リユース

ショップ運営事業等 

産業廃棄物の収集・運

搬、中古機器の買取・

販売等 

空調設備等の修理、保

守・点検業務 

(５) 資本金 81百万円 10百万円 13百万円 

(６) 設立年月日 平成９年６月27日 昭和26年12月14日 平成５年２月８日 

(７) 発行済株式数 1,630株 363,400株 260株 

(８) 決算期 ２月末日 ２月末日 ２月末日 

(９) 大株主及び持株比率 株式会社ヤマダホール

ディングス84.6％ 

 

個人４名15.4％ 

株式会社ヤマダホール

ディングス77.1％ 

 

個人９名22.9％ 

株式会社ヤマダホール

ディングス76.9％ 

 

個人１名23.1％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 2020年２月期 2020年２月期 2020年２月期 

純資産(百万円) 2,693 1,375 74 

総資産(百万円) 4,367 4,191 233 

１株当たり純資産(円) 1,652,153.64 3,784.48 287,343.15 
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 売上高(百万円) 6,963 15,725 131 

 営業利益(百万円) 276 298 10 

 経常利益(百万円) 291 319 10 

 当期純利益(百万円) 177 217 8 

 １株当たり当期純利益（円） 109,193.66 597.47 31,652.31 

 

 

 株式交換完全子会社 

(１) 名称 家守りＨＤ 

(２) 本店所在地 東京都千代田区外神田

６丁目５番４号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役 

岡田 浩一 

(４) 事業内容 点検・メンテナンス事

業、インスペクション

事業、移住・住みかえ

支援事業等 

(５) 資本金 50百万円 

(６) 設立年月日 平成23年11月18日 

(７) 発行済株式数 5,000株 

(８) 決算期 ２月末日 

(９) 大株主及び持株比率 株式会社ヤマダホール

ディングス80％ 

 

個人１名20％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 2020年２月期 

純資産(百万円) 111 

総資産(百万円) 950 

１株当たり純資産(円) 22,296.21 

 売上高(百万円) 2,032 

 営業利益(百万円) 46 

 経常利益(百万円) 59 

 当期純利益(百万円) 35 

 １株当たり当期純利益（円） 7,001.26 
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（訂正後） 

４．本株式交換の当事会社の概要 

（２）株式交換完全子会社                        

 株式交換完全子会社 

(１) 名称 シー・アイ・シー インバースネット テス 

(２) 本店所在地 群馬県高崎市東貝沢町１

丁目16番地１ 

神奈川県横浜市神奈川

区新浦島町１丁目１番

地25 

群馬県前橋市下石倉町33

番８ 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役  

太田 伸一 

代表取締役 

山本 慶次郎 

代表取締役 塚越 進

一 

(４) 事業内容 一般及び産業廃棄物処

理事業、総合リユース

ショップ運営事業等 

産業廃棄物の収集・運

搬、中古機器の買取・

販売等 

空調設備等の修理、保

守・点検業務 

(５) 資本金 81百万円 122百万円 13百万円 

(６) 設立年月日 平成９年６月27日 昭和26年12月14日 平成５年２月８日 

(７) 発行済株式数 1,630株 363,400株 260株 

(８) 決算期 ２月末日 ２月末日 ２月末日 

(９) 大株主及び持株比率 株式会社ヤマダホール

ディングス84.6％ 

 

個人４名15.4％ 

株式会社ヤマダホール

ディングス77.1％ 

 

個人９名22.9％ 

株式会社ヤマダホール

ディングス76.9％ 

 

個人１名23.1％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 2020年２月期 2020年２月期 2020年２月期 

純資産(百万円) 2,693 1,375 74 

総資産(百万円) 4,367 4,191 233 

１株当たり純資産(円) 1,652,153.64 3,784.48 287,343.15 

 売上高(百万円) 6,963 15,725 131 

 営業利益(百万円) 276 298 10 

 経常利益(百万円) 291 319 10 

 当期純利益(百万円) 177 217 8 

 １株当たり当期純利益（円） 109,193.66 597.47 31,652.31 

 

 

 株式交換完全子会社 

(１) 名称 家守りＨＤ 

(２) 本店所在地 東京都千代田区外神田

６丁目５番４号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役 

岡田 浩一 

(４) 事業内容 点検・メンテナンス事

業、インスペクション

事業、移住・住みかえ

支援事業等 

(５) 資本金 50百万円 



 

4 

 

(６) 設立年月日 平成23年11月18日 

(７) 発行済株式数 5,000株 

(８) 決算期 ２月末日 

(９) 大株主及び持株比率 株式会社ヤマダホール

ディングス80％ 

 

個人１名20％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 2020年２月期 

純資産(百万円) 111 

総資産(百万円) 950 

１株当たり純資産(円) 22,296.21 

 売上高(百万円) 2,032 

 営業利益(百万円) 46 

 経常利益(百万円) 59 

 当期純利益(百万円) 35 

 １株当たり当期純利益（円） 7,001.26 

 

 

以上 


