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単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022 年５月 26 日開催予定の定時株主総会における承認を前提
に、 2022 年９月１日（予定）を期日として、単独株式移転の方法により「株式会社ピックルスホールデ
ィングス」
（以下、
「持株会社」といいます。
）を設立することを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、本株式移転は、上場会社である当社による単独株式移転であるため、開示事項・内容を一部省略
して開示しております。
記
１．単独株式移転による持株会社体制への移行の目的
（１）背景及び目的
当社は、1977 年の会社設立以来、浅漬、キムチを主力製品として、多くの皆様に愛される商品づくり
を展開してまいりました。そして、ご飯がススムキムチなどの長年にわたり消費者の皆様からご支持い
ただける商品をラインナップに揃え、更に、惣菜製品も展開してまいりました。
近年は、既存事業に加え、当社独自の乳酸菌 Pne-12（ピーネ 12）を活用するなど健康志向に応えた商
品及び本格漬物を販売するＥＣ事業、外食・小売事業並びに農業事業などの新規事業も展開しておりま
す。
このような事業環境の中、当社グループが持株会社体制へ移行する目的は、第一に、Ｍ＆Ａや新規事業
を含むグループ経営の戦略立案機能を強化し、グループ内における経営資源の配分を最適化することで
す。第二に、監督機能と執行機能を分離することで、持株会社と事業会社の役割と責任を明確化するとと
もに、各事業会社における意思決定を迅速に行える体制を整え、スピード感をもって時代の変化に対応
しグループ競争力の強化を図ることです。
なお、本株式移転に伴い、当社株式は上場廃止となりますが、新たに設立する持株会社の株式について
東京証券取引所のプライム市場への新規上場を申請する予定です。上場日は、東京証券取引所の審査に
よりますが、持株会社の設立登記日
（株式移転効力発生日）である 2022 年９月１日を予定しております。
（２）持株会社体制への移行手順
持株会社設立後は、当社の子会社等を持株会社の子会社として再編する予定であります。なお、組織再
編の具体的な内容及び時期につきましては、今後の取締役会で詳細が決定され次第、お知らせいたしま
す。
２．株式移転による持株会社設立の要旨
（１）株式移転の日程
定時株主総会基準日
株式移転計画承認取締役会
株式移転計画承認定時株主総会
上場廃止日

2022 年２月 28 日
2022 年４月 13 日
2022 年５月 26 日（予定）
2022 年８月 30 日（予定）

1

持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日）
2022 年９月１日（予定）
持株会社上場日
2022 年９月１日（予定）
ただし、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。
（２）株式移転の方式
①本株式移転の方法
当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。
（３）株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）
会社名

株式会社ピックルスホールディングス
（完全親会社・持株会社）

株式会社ピックルスコーポレーション
（完全子会社・当社）

株式移転比率

１

１

① 株式移転比率
本株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する直前時（以下、
「基準時」といいま
す。
）における当社の株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式１株につき設立する持株会社の普
通株式１株を割当交付いたします。
② 単元株式数
持株会社は、単元株制度を採用し、１単元の株式数を 100 株といたします。
③ 株式移転比率の算定根拠
本株式移転は、当社の単独株式移転によって完全親会社１社を設立するものであり、持株会社の株
式はすべて基準時の当社の株主の皆様のみに割当てられることになります。株主の皆様に不利益を与
えないことを第一義として、本株式移転の効力発生直前の当社の株主構成と持株会社の設立直後の株
主構成に変化がないことから、株主の皆様が保有する当社普通株式１株に対して持株会社の普通株式
１株を割当てることといたします。
④ 第三者算定機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
上記③の理由により、第三者算定機関による株式移転比率の算定は行っておりません。
⑤ 本株式移転により交付する新株式数（予定）
普通株式：12,858,430 株（予定）
上記株式数は、2022 年２月 28 日時点における当社の発行済株式総数 12,859,200 株に基づいて算出
しております。その他、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、
持株会社が交付する新株数は変動することがあります。なお、当社が保有しまたは今後新たに取得す
る自己株式（本株式移転に際して行使される会社法第 806 条第１項に定める反対株主の株式買取請求
に係る買取りによって取得する自己株式を含みます。
）のうち、実務上消却が可能な範囲の株式につい
ては、本株式移転の効力発生に先立ち消却することを予定しているため、当社が２月 28 日時点におい
て保有する自己株式 770 株については、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。
（４）株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社が発行している新株予約権については、当該新株予約権者の保有者に対し、その有する当社新
株予約権に代えて、当社の新株予約権と同等の内容の持株会社新株予約権を交付し、割り当てる予定
です。
なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。
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（５）持株会社の新規上場に関する取扱い
当社は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所のプライム市場への新規上場（テ
クニカル上場）を申請する予定であり、上場日は、2022 年９月１日を予定しております。 また、当社
は本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、当社株式は、
2022 年８月 30 日に上場廃止となる予定です。
なお、上場廃止日につきましては、東京証券取引所の規則に基づき決定されるため、変更される可
能性があります。
３．本株式移転の当事会社の概要

（2022 年２月 28 日現在）

(１)商号

株式会社ピックルスコーポレーション

(２)本店の所在地

埼玉県所沢市東住吉７番８号

(３)代表者の役職・氏名

代表取締役社長

(４)事業内容

浅漬・惣菜等の製造、販売及び漬物等の販売等

(５)資本金

７億 6,650 万円

(６)設立年月日

1977 年（昭和 52 年）２月 17 日

(７)発行済株式総数

12,859,200 株

(８)決算期

２月末日

(９)大株主及び持株比率

東海漬物株式会社 15.19％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10.42％
荻野 芳隆 3.76％
株式会社埼玉りそな銀行 2.85％
株式会社セブン−イレブン・ジャパン 2.18％
ピックルスコーポレーション取引先持株会 1.83％
田島 弘幸 1.71％
ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ
シリーズ イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 1.56％
株式会社武蔵野銀行 1.56％
ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライスド
ストツク フアンド（プリンシパル オール セクター サブ
ポートフオリオ）
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ）
1.54％

宮本 雅弘

（10）最近３年間の連結経営成績及び連結財務状態
決算期

2020 年２月期

2021 年２月期

2022 年２月期

純資産（百万円）

13,016

14,728

16,757

総資産（百万円）

24,271

25,949

26,091

1,008.90

1,137.69

1,288.57

41,417

46,020

45,006

営業利益（百万円）

1,871

2,711

2,942

経常利益（百万円）

1,973

2,829

3,068

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

1,290

1,832

2,128

100.83

142.96

165.59

30.00

35.00

20.00

１ 株 当 た り 純 資 産 (円 ）
売上高（百万円）

１株当たり当期純利益（円）

１株当たり配当金（円）
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（注）１．当社は、2021 年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、2020 年２月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産
及び１株当たり当期純利益を算定しております。
２．当社は、2021 年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、2020 年２月期及び 2021 年２月期については当該株式分割前の実際の配当金の額
を記載しております。
４．株式移転により新たに設立する会社（株式移転設立完全親会社・持株会社）の概要（予定）
(１)商号

株式会社ピックルスホールディングス

(２)本店の所在地

埼玉県所沢市東住吉７番８号

(３)代表者の役職・氏名

代表取締役社長 影山 直司

(４)事業の内容

グループ会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

(５)資本金の額

１億円

(６)設立年月日

2022 年９月 1 日

(７)発行済株式総数

12,858,430 株

(８)決算期

２月末日

(９)純資産の額

未定

(10)総資産の額

未定

５．会計処理の概要
本株式移転は、企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。
６．今後の見通し
本株式移転に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の業績は完全親会社
である持株会社の連結業績に反映されることになります。なお、本株式移転による業績への影響は軽
微であります。
以上
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