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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、平成 25 年２月 28 日開催の取締役会において、本日公表の「臨時株主総会招集のための基
準日設定に関するお知らせ」に記載のとおり、平成 25 年４月 24 日開催予定の当社臨時株主総会での
承認決議等所定の手続きを経た上で、単独株式移転の方法により、トラストホールディングス株式会
社（以下、「持株会社」という。）を設立すること（以下、「本株式移転」という。）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。
記
１．単独株式移転による持株会社設立の目的
当社は、「より安全でより快適な交通社会の実現に貢献する」を社是に駐車場事業の拡大に努め、
「仕事を通じて、全従業員の人間性を高め、物心両面の幸福を追求すると同時に、地域社会の発展
に貢献する」という企業理念のもと、
「心地よい」駐車場を数多く提供できるよう努めてまいりまし
た。「駐車場スタッフの接客力向上」、「“トラストカード”の普及」、「情報サイト“トラストナビ”
の開発」等お客様に対するサービス向上のため様々な取り組みを行ってきた結果、北は北海道から
南は鹿児島まで、グループ全体で管理駐車場数 650 ヶ所、管理車室数は 24,600 車室を超えるまでに
拡大してまいりました。
平成 16 年５月に不動産仲介、ＣＧ制作等を事業目的として設立したトラストネットワーク株式会
社は、平成 23 年６月期に竣工した鹿児島県薩摩川内市の案件を皮切りに新築マンション分譲事業に
本格参入し、平成 24 年６月期までに４棟竣工、当平成 25 年６月期においても３棟竣工予定と順調
に推移しております。
また、平成 22 年９月に関東地区を中心に駐車場事業を営む株式会社グランシップの全株式を取得
したほか、平成 23 年５月には、総合警備業を事業目的とするタウンパトロール株式会社を設立し、
駐車場を中心とした機械警備のみならず、商業施設等の常駐警備を受注する等業容拡大に努めてま
いりました。
以上のように、駐車場管理・運営会社である当社が、不動産事業会社、駐車場管理・運営会社、
警備事業会社を連結子会社として有し、グループ規模の拡大を続けてまいりました。今後、各事業
のレベルアップ及び新規事業分野の構築を行う等、当社グループの企業価値の更なる向上を図って
まいります。そのためには、より機動的な意思決定を行うとともに、グループ経営資源の適切な配
分やグループのガバナンスの強化等を行うことが必要と判断し、主に以下の３点を目的として持株
会社体制に移行することにいたしました。
①グループ経営力の強化
持株会社が、グループ全体の経営計画策定、経営資源の適正配分等の全体戦略立案に特化し、持
株会社を中心としたグループ経営体制を確立します。その上で、経営管理、コンプライアンス体制
の強化を行い、経営課題への迅速な対応を行います。
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②経営の機動性の向上
持株会社体制へ移行することにより、グループ各社は業務執行機能に集中し、経営における迅速
な意思決定により、市場への機動的な対応を行います。また、各事業の責任と権限の明確化を図る
ことにより、グループ全体におけるリスク管理体制を強化してまいります。
③企業再編の促進
グループ全体の経営計画策定、経営資源の適正配分等全体戦略立案を持株会社に集約することに
より、今後の成長戦略を促進するＭ＆Ａ、業務提携等による事業再編をより機動的に行うことが可
能となります。
なお、本持株会社体制への移行は、平成 25 年４月 24 日開催予定の臨時株主総会における承認を
前提としております。本株式移転により、当社株式は平成 25 年６月 26 日に上場廃止となる予定で
すが、新設する持株会社の株式は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場及び証券会員制法人福岡
証券取引所 Q-Board 市場へ新規上場申請する予定です。上場日は株式会社東京証券取引所及び証券
会員制法人福岡証券取引所の審査次第ですが、持株会社の設立登記日（株式移転効力発生日）であ
る平成 25 年７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
当社は、次の方法により持株会社体制への移行を実施する予定です。
【ステップ１】 株式移転による持株会社の設立
平成 25 年７月１日を期日とする、本株式移転による持株会社を設立することにより、当社は持株
会社の完全子会社となります。
トラストホールディングス株式会社
トラストパーク株式会社
トラストネットワーク株式会社
株式会社グランシップ
タウンパトロール株式会社

【ステップ２】 持株会社設立後の体制
持株会社設立後は、企業力の強化を図るため、できる限り早急（平成 25 年 7 月 1 日を予定）に組
織再編手法（当社が所有するトラストネットワーク株式会社及びタウンパトロール株式会社の全株
式を持株会社へ現物分配する方法等を予定）を用いてグループ企業を戦略的に再編してまいります。
トラストホールディングス株式会社

【駐車場事業】

【不動産事業】

【警備事業】

トラストパーク株式会社

トラストネットワーク株式会社

タウンパトロール株式会社

【駐車場事業】
株式会社グランシップ
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３．株式移転による持株会社設立の要旨
（1）株式移転の日程
株式移転取締役会決議

平成 25 年２月 28 日（木）

臨時株主総会基準日

平成 25 年３月 18 日（月） （予定）

株式移転承認臨時株主総会

平成 25 年４月 24 日（水） （予定）

上場廃止日

平成 25 年６月 26 日（水） （予定）

持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日） 平成 25 年７月 １日（月） （予定）
持株会社上場日

平成 25 年７月 １日（月） （予定）

但し、今後の手続きにおいて、やむを得ない状況が生じた場合は、日程を変更する場合があります。
（2）株式移転方式
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あります。
（3）株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）
会社名

トラストホールディングス株式会社

トラストパーク株式会社

（完全親会社・持株会社）

（完全子会社・当社）

100

1

株式移転比率
①株式の割当比率及び単元株式数

当社の普通株式１株に対して、新たに設立する持株会社の普通株式 100 株を割当交付いたしま
す。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。従いまして、持株
会社の売買単位は、現在の当社１株から 100 株に増加することになります。
②株式移転比率の算定根拠
本株式移転は、当社単独による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、株式
移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がなく、また上記①に記載のとおり１単元
の株式数を 100 株とすることから、株主の皆様に不利益とならないことを第一義と考え、当社普
通株式１株に対し、持株会社の普通株式を 100 株割り当てることといたしました。
なお、上記のとおり、本株式移転は当社単独による株式移転でありますので、第三者算定機関
による算定は行いません。
③株式移転により交付する新株式数
普通株式 5,132,000 株（予定）
但し、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式数が変化した場合は、持株会社が交
付する上記新株式数は変動いたします。なお、当社が保有する自己株式（平成 25 年２月 28 日現
在 2,250 株）に対しては、株式移転比率に応じて持株会社の普通株式（同日現在当社が保有する
自己株式の数に対応する普通株式合計 225,000 株）が割り当て交付されることになります。これ
に伴い、当社は一時的に持株会社の普通株式を保有することになりますが、法令の定めに従って、
相当の時期に処分いたします。
（4）完全子会社となる当社の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、完全親会社は、当社新株予約権の新株予約権者に対
し、その有する当社新株予約権に代えて同等の持株会社新株予約権を交付し、割り当てる方針です。
なお、新株予約権付社債については、当社は発行していません。
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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、株式会社東京証券取引所マザーズ市場及び証
券会員制法人福岡証券取引所 Q-Board 市場へ新規上場を申請する予定であり、上場日は平成 25 年７
月１日を予定しております。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、平成 25 年６月 26 日に株式会社東京証券取引所マザーズ市場及び証券会員制
法人福岡証券取引所 Q-Board 市場を上場廃止となる予定であります。
なお、上場廃止日につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所
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。
４．株式移転の当事会社の概要
（1） 名称

トラストパーク株式会社

（2） 所在地

福岡県福岡市博多区博多駅南五丁目 15 番 18 号

（3） 代表者の役職・氏名

代表取締役社長

（4） 事業内容

駐車場事業、不動産事業

（5） 資本金

418 百万円（平成 24 年 12 月 31 日現在）

（6） 設立年月日

平成５年８月６日

（7） 発行済株式数

51,320 株（平成 24 年 12 月 31 日現在）

（8） 純資産

706 百万円（連結）

（9） 総資産

9,197 百万円（連結）

（10）決算期

６月 30 日

（11）大株主及び持株比率

渡邉

渡邉

靖司

（平成 24 年 12 月 31 日現在）
（平成 24 年 12 月 31 日現在）

靖司

41.27%

（平成 24 年 12 月 31 日現在） ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責任組合

4.85%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与 ESOP 信託口)

4.05%

株式会社ティーケーピー

2.43%

（12）最近３年間の業績（連結）
決算期

平成 22 年６月期

売上高（百万円）

平成 23 年６月期

平成 24 年６月期

5,288

7,221

8,588

営業利益（百万円）

206

523

605

経常利益（百万円）

158

446

482

60

183

219

6,756.51

4,118.50

4,917.70

１株当たり配当金（円）

2,400

4,920

1,640

１株当たり純資産（円）

59,288.69

14,912.71

17,903.04

当期純利益（百万円）
１株当たり当期純利益（円）

（注）平成 23 年３月 16 日付にて１株につき５株の割合で株式分割を行っております。
５．株式移転設立完全親会社の状況
（1） 名称

トラストホールディングス株式会社

（2） 所在地

福岡県福岡市博多区博多駅南五丁目 15 番 18 号

（3） 代表者の役職・氏名

代表取締役社長

（4） 事業内容

グループ会社の経営管理及びそれに付帯または関連する業務

（5） 資本金

418 百万円

（6） 決算期

６月 30 日

渡邉

4

靖司

６．株式移転に伴う会計処理の概要
本株式移転は、企業会計上「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。
のれんは、発生しない見込みであります。
７．今後の見通し
本株式移転の実施に伴い、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
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