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平成 23 年 12 月 9 日 

各 位 
会 社 名 株式会社 JVC ケンウッド 
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 不破 久温 
 （コード番号 6632  東証第一部） 
問合せ先 経営戦略部 戦略企画統括部 

広報・IR 担当 統括マネジャー 能勢 雄章 
 （TEL  045-444-5232） 

 
 

当社と子会社 2 社の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、下記のとおり、当社の子会社であるビクターファイナンス株

式会社（以下「ビクターファイナンス」）および株式会社ケンウッド・システムズ（以下「ケンウッド・

システムズ」）の 2 社の吸収合併（以下「本合併」）について決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 
なお、本合併は、100％子会社を対象とする簡易吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略しており

ます。 
 

記 
 
1. 合併の目的 
ビクターファイナンスは、当社グループの経理関連業務の実務支援を目的とした機能子会社として、

また、ケンウッド・システムズは、当社グループの情報システムに関する業務の実務支援を目的とした

機能子会社として設立されましたが、グループ内の業務効率化の観点から、今回、当社がビクターファ

イナンスおよびケンウッド・システムズを吸収合併し、今後は 2 社の業務・機能を包括継承することに

より、当社にて両社の業務を行ってまいります。 
 

2. 合併の要旨 
（1） 合併の日程 
合併決議取締役会（当社） 平成 23 年 12 月 9 日 
合併決議取締役会（ビクターファイナンスおよびケンウッド・システムズ） 
  平成 23 年 12 月 9 日 
合併契約締結   平成 23 年 12 月 9 日 
合併日   平成 24 年 2 月 1 日（予定） 
（注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易吸収合併であるため、また、

ビクターファイナンスおよびケンウッド・システムズにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定

する略式吸収合併であるため、3 社は株主総会の決議による承認を受けることなく行う予定です。 
 
（2） 合併方式 
当社を吸収合併存続会社、ビクターファイナンスおよびケンウッド・システムズを吸収合併消滅会社

とする吸収合併の方式となります。 
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（3） 合併に係る割当ての内容 
当社は、ビクターファイナンスおよびケンウッド・システムズの全株式を所有しておりますので、本

合併に際して株式その他金銭等の割当てはありません。 
 
（4） 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い 
ビクターファイナンスおよびケンウッド・システムズは、いずれも新株予約権および新株予約権付社

債を発行しておりません。 
 
3. 合併当事会社の概要 
合併存続会社 
（1）名称 株式会社 JVC ケンウッド 
（2）所在地 横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地 
（3）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 河原 春郎、代表取締役社長 不破 久温、代表取

締役 江口 祥一郎 
（4）事業内容 カーエレクトロニクス事業、業務用システム事業、ホーム＆モバイ

ルエレクトロニクス事業、エンタテインメント事業等を営むこと、

並びにこれに相当する事業を営む会社の株式又は持分を保有するこ

とによる当該会社の事業活動の管理 
（5）資本金 10,000 百万円 
（6）設立年月日 平成 20 年 10 月 1 日 
（7）発行済株式数 139,000,201 株 
（8）決算期 毎年 3 月 31 日 

パナソニック株式会社 19.17％
GOLDMAN, SACHS INTERNATIONAL 5.68％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
4.69％

DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB 
NON-TREATY CLIENTS 613 

4.47％

ドイツ証券株式会社 3.16％
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) 
LIMITED PB SEC INT NON-TR CLIENT 

2.94％

NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. 
LIMITED SUB A/C EVERGREEN 
NOMINEES LTD 

1.79％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口） 
1.73％

GOLDMAN SACHS & CO. REG 1.36％

（9）大株主および持株比率 
（平成 23 年 9 月 30 日現在） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口 9） 
1.35％

（10）直前事業年度の財政状態

および経営成績（個別会

社） 

純資産 
総資産 
1 株当たり純資産 
売上高 
営業利益 
経常利益 
当期純利益 
1 株当たり当期純利益 

66,364 百万円

96,098 百万円

478.57 円

14,559 百万円

749 百万円

257 百万円

△748 百万円

△7.18 円
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合併消滅会社 
（1）名称 ビクターファイナンス株式会社 
（2）所在地 横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地 
（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 下田 孝 
（4）事業内容 金融及び経営コンサルティング 
（5）資本金 30,000,000 円 
（6）設立年月日 昭和 62 年 6 月 1 日 
（7）発行済株式数 600 株 
（8）決算期 毎年 3 月 31 日 
（9）大株主および持株比率 株式会社 JVC ケンウッド 100.00％
（10）直前事業年度の財政状態

および経営成績（個別会

社） 

純資産 
総資産 
1 株当たり純資産 
売上高 
営業利益 
経常利益 
当期純利益 
1 株当たり当期純利益 

820 百万円

8,702 百万円

1,367,955 円

112 百万円

46 百万円

46 百万円

31 百万円

51,806 円

 
合併消滅会社 
（1）名称 株式会社ケンウッド・システムズ 
（2）所在地 東京都八王子市石川町 2967 番地３ 
（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 水谷 和博 
（4）事業内容 情報システムに係わる企画、設計、開発等 
（5）資本金 10,000,000 円 
（6）設立年月日 平成 12 年 10 月 2 日 
（7）発行済株式数 1,800 株 
（8）決算期 毎年 3 月 31 日 
（9）大株主および持株比率 株式会社 JVC ケンウッド 100.00％
（10）直前事業年度の財政状態

および経営成績（個別会

社） 

純資産 
総資産 
1 株当たり純資産 
売上高 
営業利益 
経常利益 
当期純利益 
1 株当たり当期純利益 

21 百万円

21 百万円

11,799 円

0 百万円

△0 百万円

△0 百万円

△0 百万円

△129 円

 
4. 合併後の状況 
（1）名称 株式会社 JVC ケンウッド 
（2）所在地 横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地 
（3）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 河原 春郎、代表取締役社長 不破 久温、代表取

締役 江口 祥一郎 
（4）事業内容 カーエレクトロニクス事業、業務用システム事業、ホーム＆モバイ

ルエレクトロニクス事業、エンタテインメント事業等を営むこと、

並びにこれに相当する事業を営む会社の株式又は持分を保有するこ

とによる当該会社の事業活動の管理 
（5）資本金 10,000 百万円 
（6）決算期 毎年 3 月 31 日 

 
5. 今後の見通し 
本合併は当社と当社 100％子会社との合併であり、本合併による当社連結業績への影響は軽微です。 

以 上 


