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ＴＣＬＡ事業グループの事業統合に伴う子会社の合併 

並びに子会社の株式交換に関するお知らせ 

 

当社ＴＣＬＡ事業部門は、「トータル・カー・ライフ・エージェント」を基本理念に、お客様

の賢いカーライフを支援するための事業の拡充を図って参りました。殊にこの数年は、輸入新車

ディーラーを中心とした子会社化により、マルチディーラー化路線を積極的に推進してきました

が、本日開催の当社取締役会並びに各連結子会社株主総会において、拡大した子会社群の機能、

資本を整理・集中化し、経営のパフォーマンスを一層高めるとともに、財務体質の強化を図るこ

とを目的として、連結子会社の経営統合を行う方針決議を致しましたのでお知らせいたします。 

記 

Ⅰ．事業統合の概要 

１． 近鉄モータース株式会社（以下「近鉄モータース」）の合併、商号変更 

近鉄モータースは、平成 18 年 4 月 1 日を期して下記のとおりグループ会社との合併を実施し、同

日付で称号をクインランド・カーズ株式会社（以下「クインランド・カーズ」）に変更いたします。 

これにともない、現在グループ子会社に分散する管理・企画機能も人的吸収を伴って集約し、今後

はクインランド・カーズをＴＣＬＡ事業全体の中核会社と位置づけて経営の統率を図って参ります。 

（１） 株式会社アピス神戸（以下「アピス」）を平成 18 年 4 月 1 日付で吸収合併し、その全事業を近

鉄モータースに承継します。なおアピスは消滅会社となります。 

（２） 新アレーゼ名古屋株式会社（以下「アレーゼ」）を平成 18 年 4 月 1 日付で吸収合併し、その全

事業を近鉄モータースに承継します。なおアレーゼは消滅会社となります。 

２．株式会社ＴＣＬＡ（以下「ＴＣＬＡ」）の合併 

ＴＣＬＡは、株式会社サンク（以下「サンク」）を平成 18年 4月 1日付で吸収合併します。なおサ

ンクはその全事業をＴＣＬＡに承継し、消滅会社となります。 

３． クインランド・カーズの株式交換 

クインランド・カーズは、平成 18 年 4 月 4 日付けで下記のとおり株式交換を実施し、グループ会

社を子会社化いたします。 

（１） ＴＣＬＡとの間で株式交換を実施し、ＴＣＬＡを１００％子会社とします。 

（２） 株式会社ＡＣＬＡ（以下「ＡＣＬＡ」）との株式交換により、ＡＣＬＡを１００％子会社としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



＜＜ＴＣＬＡ事業の整理・統合図示＞＞ 

 

Ⅱ．個別の子会社統合の内容 

１．近鉄モータースの合併、商号変更 

（１）目的 

近鉄モータースは 4 ブランド（フォルクスワーゲン,ボルボ,フォード,ジャガー）の正規新車ディ

ーラーを業とするＴＣＬＡ事業グループ最大の会社です。一昨年来、当事業グループが推し進めて

参りました輸入車ディーラーを中心とした買収・資本参加は、現在この近鉄モータースを筆頭に、

連結・関連会社１６社，１３ブランド，４８拠点，総従業員数８１３名を擁する、国内でも有数の

巨大自動車ディーラーに発展いたしました。 

このたびの合併・商号変更は、この巨大グループの戦略とマネジメントを統率するコントロールタ

ワーたる中心会社を確立し、その指揮系統を整備するとともに、グループ内に散在するリソースを

集約して、パフォーマンスを一層高める意味を持ちます。 

今後、クインランド・カーズは各ディーラーがノウハウ・情報をリアルタイムに共有し、機動性に

富んだ事業活動を展開できるよう指揮を執ると共に、人事異動にも柔軟性を持たせることで会社

間・ブランド間・新車中古車間の人材活用・人事交流を活発化させて参ります。これにより中古車・

サービス部門の活性化によるディーラーの体質改善をはじめ、一連の収益向上プログラムの構築・

浸透も一層スピーディに進むものと期待しております。 

また、このクインランド・カーズではディーラー子会社のインキュベーション機能を担い、経営改

善に傾注すべき対象会社については、その内部に併合して支援に当たります。今回のアピス、アレ

ーゼとの合併はこうした意味合いを含んでおり、今後は一層集中的に収益性の改善、並びにサービ

ス強化を図って参ります。 

 

 



（２）主旨 

①合併の日程 

合併契約承認臨時株主総会 平成１８年２月２７日（近鉄モータース㈱） 

 平成１８年２月２７日（アピス神戸㈱） 

 平成１８年２月２７日（新アレーゼ名古屋㈱） 

合併期日 平成１８年４月１日（予定） 

合併・解散登記 平成１８年４月３日（予定） 

 

②合併方式 

近鉄モータース㈱を存続会社とする吸収合併方式で、アピス神戸㈱及び新アレーゼ名古屋㈱

は解散いたします。 

 

③合併比率・合併交付金 

当社 100%出資子会社同士の合併であり、新株式の発行及び合併交付金の支払は行いません。 

 

（３）合併当事者の概要（平成 17年 12 月 31 日現在） 

(1)商号 

近鉄モータース㈱ 

(合併会社：平成 18 年 4月 1

日付でクインランド・カーズ

㈱に商号変更予定) 

アピス神戸㈱ 

(被合併会社) 

新アレーゼ名古屋㈱ 

(被合併会社) 

(2)事業内容 

自動車、自動車部品、自動車

用品、油脂類の販売及び自動

車整備業務及び損害保険代

理業 

自動車、自動車部品、自動

車用品の販売並びに輸出

入及び自動車整備業務及

び損害保険代理業 

自動車、自動車部品の販売、

輸出入並びに製造、自動車の

整備業務及び損害保険代理

業 

(3)設立年月日 平成 11 年 10 月 1日 昭和 63 年 10 月 13 日 平成 13 年 12 月 19 日 

(4)本店所在地 東京都港区芝浦 4-16-16 兵庫県西宮市深谷町10-26 名古屋市守山区太田井 7-15 

(5)代表者 毛塚 敏郎 大村 寛明 大村 寛明 

(6)資本金 490 百万円 50 百万円 45 百万円 

(7)発行済株式総数 9,800 株 1,000 株 1,600 株 

(8)株主資本 1,318 百万円 23 百万円 74 百万円 

(9)総資産 6,355 百万円 1,260 百万円 323 百万円 

(10)決算期 2 月 6 月 6 月 

(11)従業員数 145 名 42 名 14 名 

(12)主要取引先 

フォード・ジャパン・リミテ

ッド 

ピー・エー・ジー・インポー

ト㈱ 

フォルクスワーゲングルー

プジャパン㈱ 

フィアットオートジャパ

ン㈱ 

フィアットオートジャパン

㈱ 

(13)大株主及び持株

比率 
㈱クインランド 100％ ㈱クインランド 100％ ㈱クインランド 100％ 

(14)主要取引銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

三菱 UFJ 信託銀行㈱ 

㈱りそな銀行 

㈱三井住友銀行 

住友信託銀行㈱ 

㈱りそな銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱みなと銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱名古屋銀行 

㈱中京銀行 

(15)当事会社の関係 資本関係 該当事項がありません。 



  人的関係 
アピス神戸㈱の役員３名が新アレーゼ名古屋㈱の役員を兼任しており

ます。 

  取引関係 上記 3社の間では自動車、自動車部品取引等があります。 

 

 

（４）合併後の状況 

(１)商 号 クインランド・カーズ㈱ 

（旧商号：近鉄モータース㈱） 

(２)事業内容 自動車、自動車部品、自動車用品、油脂類の販売及び自動車

整備業務及び損害保険代理業 

(３)本店所在地 東京都港区虎ノ門五丁目 11番 2号 

（旧本店所在地：東京都港区芝浦四丁目 16番 16 号） 

(４)代表者 代表取締役社長 毛塚敏郎 

(５)資本金 490 百万円 

（合併による資本金の増加はありません） 

(６)総資産 7,900 百万円 

(７)決算期 2 月 28 日 

(８)業績に与える影響 

当社完全子会社同士の合併であるため、連結業績への影響はありません。 

 

２．株式会社ＴＣＬＡの合併 

（１）目的 

TCLA は、高級輸入中古車販売店「オーラッシュ」の運営を主たる事業とする会社であります。当社

自動車事業の発展過程において、創業事業である中古車の買取・販売を扱う TCLA はその名のとお

り中核会社として TCLA 事業全体を牽引してきました。しかし自動車事業が新車ディーラーを中心

にその他周辺事業へも大いに拡大する中で、事業としては中古車販売店を運営しながらも、その管

理部門は新車ディーラー他、多数の業種業態を抱える TCLA 事業全体を指導するなど、組織的・機

能的な不整合が顕われてきておりました。 

そこで、このたびの TCLA 事業全体の整理・統合と期を同じくして、同グループ会社中でも輸入中

古車の取扱高の高いサンクを併合し、グループ内における中古車販売の中心会社としてその役割を

明確化することと致しました。 

今後ＴＣＬＡはサンクが保有する輸入新車ブランド（ロータス,TVR,MG,ローバー,バーキン）の正

規ディーラー権を継承し、従来の高級輸入中古車販売店をさらに商品強化して参ります。 

 

（２）要旨 

①合併の日程 

合併契約承認臨時株主総会 平成１８年２月２７日（㈱TCLA） 

 平成１８年２月２７日（㈱サンク） 

合併期日 平成１８年４月１日（予定） 

合併・解散登記 平成１８年４月３日（予定） 

 

②合併方式 

㈱TCLA を存続会社とする吸収合併方式で、㈱サンクは解散いたします。 

 

③合併比率・合併交付金 

当社 100%出資子会社同士の合併であり、新株式の発行及び合併交付金の支払は行いません。 

 

 



（３）合併当事者の概要（平成 17年 12 月 31 日現在） 

(1)商号 
㈱TCLA 

(合併会社) 

㈱サンク 

(被合併会社) 

(2)事業内容 
自動車買取販売、自動車の修理サービス、

及び損害保険代理業 

自動車販売業、自動車一般整備業及び損害

保険代理業 

(3)設立年月日 平成 17 年 3月 1日 平成 10 年 6月 30 日 

(4)本店所在地 神戸市東灘区向洋町中 6-9 神戸市東灘区向洋町 6-9 

(5)代表者 毛塚 敏郎 西村 竜 

(6)資本金 200 百万円 80 百万円 

(7)発行済株式総数 4,000 株 1,600 株 

(8)株主資本 1,151 百万円 △47 百万円※ 

(9)総資産 1,915 百万円 576 百万円 

(10)決算期 6 月 6 月 

(11)従業員数 91 名 20 名 

(12)主要取引先 一般顧客 一般顧客 

(13)大株主及び持株比率 ㈱クインランド 100％ ㈱クインランド 100％ 

(14)主要取引銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱りそな銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱りそな銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

(15)当事会社の関係 資本関係 該当事項がありません。 

  人的関係 ㈱TCLA 役員 2名が㈱サンクの役員を兼任しております。 

  取引関係 上記 2社の間では中古車の取引等があります。 

※株式会社サンクは合併時には実質的に債務超過を解消しております。 

 

（４）合併後の状況 

(１)商 号 ㈱ＴＣＬＡ 

(２)事業内容 自動車買取販売、自動車の修理サービス、及び損害保険代理業 

(３)本店所在地 兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目 9番地 

(４)代表者 代表取締役社長 毛塚敏郎 

(５)資本金 200 百万円 

（合併による資本金の増加はありません） 

(６)総資産 2,400 百万円 

(７)決算期 6 月 30 日 

(８)業績に与える影響 

当社完全子会社同士の合併であるため、連結業績への影響はありません。 

 

４． クインランド・カーズの株式交換 

（１）目的 

既に述べましたとおりクインランド・カーズは、今後 TCLA 事業全体の戦略・マネジメントを統合

する中核会社となります。従ってこのトータル・カー・ライフ・エージェントという理念の下に展

開される自動車事業はすべてクインランド・カーズの管理下とし、資本・情報・ノウハウ・人材と

いった経営資源を共有して柔軟な事業展開を実現して参ります。その一貫としてオーラッシュおよ

びアウディ正規ディーラーを運営する㈱ACLA について、この２社との株式交換によって１００％株

式を取得し、子会社として支配下して参ります。今後はこれら以外のグループ会社についても順次

資本関係の整理を行い、クインランド・カーズをヘッドとする独立的なＴＣＬＡ企業系列を確立す



る考えです。 

 

（２）要旨 

①株式交換の日程 

株式交換契約承認臨時株主総会 平成１８年２月２７日（近鉄モータース㈱） 

 平成１８年２月２７日（㈱TCLA） 

 平成１８年２月２７日（㈱ACLA） 

株式交換期日 平成１８年４月４日（予定） 

 

②株式交換の方法 

近鉄モータース㈱を合併後の㈱TCLA 及び合併後の㈱ACLA の完全親会社とする方法で行いま

す。 

 

③株式交換比率・算定根拠・株式交換交付金 

a.株式交換比率 

会社名 近鉄モータース株式会社 

（完全親会社） 

株式会社 TCLA 

（完全子会社） 

株式会社 ACLA 

（完全子会社） 

株式交換比率 １.000 1.349 0.130 

 

b.算定根拠 

近鉄モータース㈱及び株式会社 TCLA、株式会社 ACLA はすべて同業種であること、3社と

も当社完全子会社であることを考慮した結果、１株当たり時価純資産方式により算定し

ております。 

c.株式交換交付金 

株式交換交付金はございません。 

 

（３）株式交換当事者の概要（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

(1)商号 近鉄モータース株式会社

（完全親会社） 

株式会社 TCLA 

（完全子会社） 

株式会社 ACLA 

（完全子会社） 

(２)事業内容   自動車、自動車部品、自動車

用品、油脂類の販売及び自動

車一般修理業務及び損害保険

代理業 
(３)設立年月日   平成 17 年 8 月 22 日 
(４)本店所在地   大阪市中央区常盤町 2-3-10 
(５)代表者   重富 敏 
(６)資本金   50 百万円 
(７)発行済株式総数   1,000 株 
(８)株主資本   8 百万円 
(９)総資産   173 百万円 
(10)決算期   6 月 
(11)従業員数   14 名 
(12)主要取引先   アウディジャパン㈱ 
(13)大株主及び持株

比率 

  ㈱クインランド 100％ 

(14)主要取引銀行   ㈱三菱東京 UFJ 銀行 
㈱三井住友銀行 

(15)当事会社の関係 資本関係 該当事項がありません。 

(２)～(14)については、「Ⅱ．近鉄モータ

ース㈱を存続会社とするアピス神戸㈱

及び新アレーゼ名古屋㈱の合併、２．合

併当事者の概要」の「Ⅲ．㈱TCLA を存

続会社とする㈱サンクの合併、２．合併

当事者の概要」をご参照ください。 
 
 



人的関係 ㈱TCLA 役員 3 名が㈱ACLA の役員を兼任しております。 
㈱TCLA 役員 2 名が近鉄モータース㈱の役員を兼任しており

ます。 
㈱近鉄モータース役員 3 名が㈱ACLA の役員を兼任しており

ます。 
取引関係 上記 3 社の間では中古車、中古車部品取引などがあります。

 

（４）業績に与える影響 

当社完全子会社同士の株式交換であるため、連結業績への影響はありません。 

 

以 上 


