
                                   

平成１８年３月１７日 
 
各  位 

会社名 株式会社山口銀行 
代表者 取締役頭取 福田 浩一 
（コード番号８３８０ 東証・大証第一部） 
会社名 株式会社もみじホールディングス 
代表者 取締役社長 森本 弘道 
（コード番号８３２９ 東証第一部） 
 

山口銀行ともみじホールディングスの経営統合について 
～共同株式移転に関する合意書の締結～ 

 
株式会社山口銀行 (取締役頭取 福田浩一 以下「山口銀行」という) と株式会社もみじ

ホールディングス (取締役社長 森本弘道 以下「もみじホールディングス」という) は、

平成１７年１２月８日の取締役会において、株主総会における株主の承認、および関係当

局の認可を前提として、共同株式移転による完全親会社（以下「持株会社」という）を設

立することを決議いたしましたが、本日、両者の取締役会において、持株会社の概要及び

株式移転の条件等について決議し、関係当事者の間で「共同株式移転に関する合意書」を

締結いたしましたのでお知らせいたします。 
なお、持株会社の定款で定める事項や資本金・準備金に関する事項など株式移転計画に

定めるべき他の事項につきましては、両者間で別途これらを確定させる契約を締結する予

定です。 
 

記 
１．持株会社の概要 
（１）発行予定株式数 

持株会社が本件株式移転に際して発行する株式の種類および数は、次のとおりとし

ます。 
 普通株式 ２５４,７９２,３１２株 
 第一種優先株式 １９,９７０株 
 第二種優先株式 １７,０００株 
 第三種優先株式 １１,０００株 
 第四種優先株式 ８,５３５株 

ただし、もみじホールディングスが発行した第二種優先株式につき、株式移転前に

普通株式への転換があった場合には、株式移転に際して発行する普通株式の数は、

上記に定める数に、当該優先株式の転換により発行されたもみじホールディングス

の普通株式数にそれぞれの株式の割当比率を乗じた数を加えた数とし、株式移転に

際して発行する第二種優先株式の数は、上記に定める第二種優先株式の数から当該

転換されたもみじホールディングスの第二種優先株式の数を減じた数とします。 



                                   

（２）１単元の株式数 
持株会社の普通株式の１単元の株式の数は、１,０００株とします。 
持株会社の優先株式（全種類）の１単元の株式の数は、１株とします。 

 
（３）設立後の見通し 

持株会社の組織体制、業績見通し等については、詳細を決定次第、お知らせいたし

ます。 
 
２．株式移転の条件等 
（１） 株式移転比率 

株式移転に際して、山口銀行普通株式１株に割当てる持株会社普通株式は、１株と

します。また、同じく株式移転に際して、もみじホールディングス普通株式１株に

割当てる持株会社普通株式は、１７０株とします。 
 株式会社山口銀行 株式会社もみじホールディングス 

株式移転比率 １ １７０ 
（注）１．株式の割当比率 

① 山口銀行の普通株式１株に対して、持株会社の普通株式１株を割当て交

付いたします。 
② もみじホールディングスの普通株式１株に対して、持株会社の普通株式

１７０株を割当て交付いたします。 
③ もみじホールディングスの第一種優先株式１株に対して、持株会社の第

一種優先株式１株を割当て交付いたします。 
④ もみじホールディングスの第二種優先株式１株に対して、持株会社の第

二種優先株式１株を割当て交付いたします。 
⑤ もみじホールディングスの第三種優先株式１株に対して、持株会社の第

三種優先株式１株を割当て交付いたします。 
⑥ もみじホールディングスの第五種優先株式１株に対して、持株会社の第

四種優先株式１株を割当て交付いたします。 
なお、もみじホールディングスの各種優先株式に対しては、持株会社がそ

れぞれ実質的に同内容の優先株式を割当交付いたします。もみじホールデ

ィングスの第二種優先株式に割当てられる持株会社の第二種優先株式の諸

条件は本株式移転比率を適切に反映するように調整を行う予定です。 
２．本株式移転比率の算定根拠 

本株式移転比率について、その公平性・妥当性を確保する観点から、山口

銀行は大和証券ＳＭＢＣ株式会社に、もみじホールディングスはみずほ証

券株式会社にその算定を依頼いたしました。 
大和証券ＳＭＢＣ株式会社およびみずほ証券株式会社は、監査法人および

法律事務所によるデュー・ディリジェンス結果等を踏まえ、株式移転比率

の算定を行い、その結果について、山口銀行およびもみじホールディング

スにおいて様々な観点から検討・協議し決定いたしました。ただし、この



                                   

株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な影響を与える事由が新

たに発見されまたはかかる事由が生じた場合、両者協議の上、変更するこ

とがあります。 
３．本株式移転比率に関する意見書 

本株式移転比率については、山口銀行は大和証券ＳＭＢＣ株式会社より、

もみじホールディングスはみずほ証券株式会社より、それぞれ財務的見地

から公正である旨の意見表明を受けています。 
 

（２）株式移転の日程 
平成１８年５月下旬（予定） 株式移転決議取締役会（両者） 
平成１８年６月下旬（予定） 株式移転承認株主総会（両者） 

 株式移転承認種類株主総会（もみじホールディング

ス） 
平成１８年９月２６日（予定） 上場廃止日（両者） 
平成１８年１０月１日（予定） 株式移転期日 

（ただし、株式移転の効力発生日は、持株会社設立

登記の日である平成１８年１０月２日（予定）） 
 持株会社上場日 
平成１８年１０月２日（予定） 持株会社設立登記 
ただし、株式移転の手続上やむを得ない事由が生じた場合は、両者協議のうえ日程を

変更する場合があります。 
 
（３）自己株式 

山口銀行およびもみじホールディングスがそれぞれ保有する自己株式については、株

式移転前に消却を行わず、保有したままとする予定です。 
 
（４）設立後における持株会社の上場申請に関する事項 

新たに設立する持株会社は、速やかに東京証券取引所に上場申請を行うことを予定し

ております。なお、株式移転に伴い、山口銀行の普通株式およびもみじホールディン

グスの普通株式は、平成１８年９月２６日をもって、現在上場している全ての証券取

引所で上場廃止となる予定です。 
                                      



                                   

３．両行の概要（単体）                                    （平成１７年９月末現在） 

 商    号 山口銀行 もみじ銀行 単純合計 

 設立年月日 昭和１９年３月 平成１６年５月  
 本店所在地 下関市竹崎町 4 丁目 2-36 広島市中区胡町 1 番 24 号  
 代表者 福田 浩一 森本 弘道  
 資本金 100 億円 456 億円 557 億円 

 総資産額 4 兆 4,839 億円 2 兆 6,537 億円 7 兆 1,376 億円

 純資産額 3,182 億円 1,015 億円 4,197 億円 

 預金残高 3 兆 9,996 億円 2 兆 4,511 億円 6 兆 4,507 億円

 貸出金残高 2 兆 9,264 億円 1 兆 6,482 億円 4 兆 5,747 億円

 自己資本比率 11.55% 8.35% 10.30% 
不良債権比率 5.61% 11.34% 7.67% 

 従業員数 2,776 人 2,103 人 4,879 人 

 店舗数 158 136 294 

 店舗外ＡＴＭ 216 か所 214 か所 430 か所 
＊店舗数は海外店、海外駐在員事務所、出張所含む。 
 
４．最近３年間の両行の業績（単体）                          （金額単位：百万円） 

       山口銀行       もみじ銀行 

 決算期 15/3 期 16/3 期 17/3 期 15/3 期 16/3 期 17/3 期

 経常収益 87,180 95,271 88,403 70,201 68,590 81,860
 業務粗利益 73,196 74,741 72,230 58,871 58,667 71,934
 業務純益 △6,447 29,949 33,679 5,493 28,508 35,369
 ｺｱ業務純益 25,544 29,760 28,024 20,051 20,321 33,289
 経常利益 △38,192 17,677 20,453 △69,144 10,756 4,707
 当期純利益 △26,576 9,230 11,207 △52,849 4,262 1,449

＊もみじ銀行の計数は、旧せとうち銀行と旧広島総合銀行の合算です。 
 

以 上 

本件に関するお問い合わせ 

山口銀行           総合企画部  部長     田中祥司 TEL(0832)23-1496 

もみじﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ   ﾏﾈｰｼﾞｬｰ  古林啓義  TEL(082)241-3401 


