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平成28年12月22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 

辻 孝夫 
 （コード番号6632  東証第一部） 
問合せ先 企業コミュニケーション統括部長 

西下 進一朗 
 （TEL  045-444-5232） 

 
 

株式会社JVCケンウッド・ケネックスの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、平成29年4月1日（予定）を効力発生日として、当社の連結子会社である

株式会社JVCケンウッド・ケネックス（以下、「JKNX」）の吸収合併（以下、「本吸収合併」）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。 
なお、本吸収合併は、100%子会社を対象とする簡易吸収合併のため、開示事項および内容を一部省略しておりま

す。 
 

記 
 
1. 本吸収合併の目的 

JKNXは、主としてオートモーティブ分野の市販事業におけるカーナビゲーションやカーオーディオの販売活動を

行っていますが、当社の国内営業部門との緊密な連携の下で一体となった販売活動をはかるため、当社がJKNXを
吸収合併することにいたしました。 
 
2. 本吸収合併の要旨 
（1）本吸収合併の日程 

取締役会決議日（当社およびJKNX） 平成28年12月22日 
本吸収合併契約の締結日 平成28年12月22日 
本吸収合併の効力発生日 平成29年4月1日（予定） 

   （注）本吸収合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収合併であり、JKNX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、それぞれの株主総会の決議による承認を受けることなく本吸収合併を行う

予定です。 
 
（2）本吸収合併の方式 
当社を吸収合併存続会社、JKNXを吸収合併消滅会社とする吸収合併（簡易吸収合併）の方式となります。 

 
（3）本吸収合併に係る割当ての内容 
当社は、JKNXの全株式を所有しておりますので、本吸収合併に際して株式やその他金銭などの割当てはありま

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 

JKNXは、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。 
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3. 本吸収合併の当事会社の概要（平成28年9月30日現在） 
 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 
（1）名称 株式会社JVCケンウッド 株式会社JVCケンウッド・ケネックス 
（2）所在地 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12

番地 
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 兼 CEO  辻 孝夫 代表取締役社長  松窪 信吾 

（4）事業内容 オートモーティブ分野、パブリックサービス

分野、メディアサービス分野の事業を営むこ

と、ならびにこれらに相当する事業を営む会

社の株式また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 

音響機器、通信機器の販売等 

（5）資本金 10,000百万円 10 百万円 
（6）設立年月日 平成20年10月1日 昭和58年11月9日 
（7）発行済株式数 139,000,201株 2,000株 
（8）決算期 3月31日 3月31日 
（9）従業員数 （連結）18,476名 41名 
（10）大株主および 

持株比率 
株式会社デンソー 
日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
CBNY DFA INTL SMALL 
CAP VALUE PORTFOLIO 
NORTHERN TRUST CO. 
(AVFC) RE U.S. TAX 
EXEMPTED PENSION 
FUNDS SEC LENDING 
日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 

3.00% 
2.87% 

 
1.94% 

 
1.66% 

 
 
 

1.57% 
 

株式会社JVCケンウッド 
 

100.00% 

（11）当事会社間の関係 
  資本関係 当社がJKNXの発行済株式の100.00％を所有しております。 

人的関係 JKNX の代表取締役は、当社職員が兼務しております。 
取引関係 当社と当該会社との間には、製品の売買および業務委託の取引があります。 
関連当事者への 
該当状況 当該会社は当社の完全子会社であることから、関連当事者に該当します。 

（12）最近3年間の経営成績および財政状態 

決算期 
株式会社JVCケンウッド 株式会社JVCケンウッド・ケネックス 

平成26年 
3月期 

平成27年 
3月期 

平成28年 
3月期 

平成26年 
3月期 

平成27年 
3月期 

平成28年 
3月期 

純 資 産 59,824 79,221 56,818 70 55 98 
総 資 産 267,152 278,669 255,859 604 734 1,098 
売 上 高 316,343 285,010 292,195 2,070 2,102 3,061 
営 業 利 益 4,421 6,570 4,221 53 33 90 
経 常 利 益 △70 3,176 1,018 59 36 96 
親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 
△6,571 4,654 3,194 32 14 55 

1株当たり純資産（円） 373.01 517.67 371.19 35,072 27,988 49,087 
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1 株 当 た り 
当 期 純 利 益 （ 円 ） △47.39 33.56 23.02 16,123 7,416 27,548 
（注1） 単位は百万円。ただし、特記しているものを除きます。 
（注2） △は損失。 
（注3） 当社の「最近3年間の経営成績および財政状態」の数値については、すべて連結ベースのものです。 
（注4） 平成26年3月期、平成27年3月期の「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としています。 

 
4. 本吸収合併後の状況 
 吸収合併存続会社 
（1）名称 株式会社JVCケンウッド 
（2）所在地 神奈川県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 兼 CEO  辻 孝夫 
（4）事業内容 オートモーティブ分野、パブリックサービス分野、メディアサービス分野の事業を営むこと、

ならびにこれらに相当する事業を営む会社の株式また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 3月31日 
 
5. 今後の見通し 
本吸収合併による平成29年3月期の当社連結業績に与える影響は、軽微であると見込んでいます。なお、業績に

与える影響に変化が認められ、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 
 
（参考）当期連結業績予想（平成28年4月28日公表分）および前期連結実績 

（単位：百万円） 
 

連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 
親会社株主に 

帰属する当期純利益 
当期業績予想 
（平成29年3月期） 

295,000 4,800 3,300 300 

前期実績 
（平成28年3月期） 

292,195 4,221 1,018 3,194 

 
以上 

 


