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株式交換によるエコーリース株式会社、しあわせファイナンス株式会社 
の完全子会社化に関するお知らせ 

 
当社は、平成 18年 7月 11日開催の取締役会において、平成 18年 9月 1日を期して、株式交
換により、当社関係会社でリース業務を営むエコーリース株式会社およびしあわせファイナンス

株式会社を当社直接保有の完全子会社と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。 
記 

 
1. 株式交換による完全子会社化の目的 
当社は、リース業務を当社グループにおける重要な戦略部門と位置づけております。本件完

全子会社化により、経営の機動性を確保し、銀行業務を中核とする当社グループ内の他事業と

のシナジーのより一層の追求を図って参りたいと考えております。 
 また、本件子会社化の後、エコーリース株式会社およびしあわせファイナンス株式会社の合

併を行うことも検討しております。 
 

2. 株式交換の条件等 
 (1) 株式交換の日程 

平成 18年 7月 11日 株式交換契約書承認取締役会 
平成 18年 7月 11日 株式交換契約書の締結 
平成 18年 8月 10日（予定） 株式交換契約承認株主総会（エコーリース株式会

社、しあわせファイナンス株式会社） 
平成 18年 9月 1日（予定） 株式交換効力発生日 
平成 18年 9月 1日（予定） 株券交付日（発送日） 

（注） 株式会社きらやかホールディングスにおいては、会社法第 796条第 3項（簡易株式交
換）の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに株式交換を行います。 
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(2) 株式交換比率 
会社名 株式会社きらやかホールデ

ィングス（完全親会社） 

エコーリース株式会社 

（完全子会社） 

しあわせファイナンス株

式会社（完全子会社） 

株式交換比率 1 92 142 
（注）1. 株式の割当比率 

 エコーリース株式会社の株式 1株、しあわせファイナンス株式会社の株式 1株に対し 
 て、それぞれ、株式会社きらやかホールディングスの株式 92株、142株を割当て交付 
 いたします。 

2. 株式交換比率の算定根拠 
株式交換比率については、野村證券株式会社による評価結果を参考に、当事会社間で

協議のうえ決定いたしました。 
3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 
野村證券株式会社は、株式会社きらやかホールディングスの評価は市場株価平均法に

より行い、エコーリース株式会社及びしあわせファイナンス株式会社の評価は DCF法、
類似会社比較法などにより行い、株式交換比率を算定いたしました。 
尚、野村證券株式会社による評価結果については、平成 18 年 6 月 16 日に実行された

株式会社きらやかホールディングスによる殖銀カードサービス株式会社及びしあわせ

ユーシーカード株式会社の完全子会社化の過程で、エコーリース株式会社及びしあわ

せファイナンス株式会社の財務諸表上において発生した売却益が反映されております。 
4. 株式交換により発行する新株式数 

普通株式  3,822,000株 
 
(3) エコーリース株式会社及びしあわせファイナンス株式会社の新株予約権及び新株予約権付
社債の取扱い 

  該当事項はありません。 
 
(4) 会計処理の概要 
企業結合会計基準上、エコーリース株式会社との株式交換取引は取得に該当し、しあわせ

ファイナンス株式会社との株式交換取引は共通支配下の取引等（少数株主との取引）に該

当する見込みです。 
 

3. 株式交換の当事会社の概要（平成 18年 3月 31日現在） 
 (1) 商 号 株式会社きらやかホールデ

ィングス（完全親会社） 
エコーリース株式会社 
（完全子会社） 

しあわせファイナンス株

式会社（完全子会社） 
(2) 事 業 内 容 銀行持株会社 リース業務 リース業務 

(3) 設立年月日 平成 17年 10月 3日 昭和 50年 5月 22日 昭和 62年 4月 1日 

(4) 本店所在地 山形県山形市旅篭町三丁目 2番 3号 山形県山形市七日町 2丁目 6番 3号 山形県山形市相生町 6番 43号 

(5) 代 表 者 取締役社長 澤井 誠介 取締役社長 小笠原 潤司 代表取締役 髙田 政憲 
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(6) 資 本 金 10,000百万円 20百万円 50百万円 

(7) 発行済株式総数 126,160,500株 40,000株 1,000株 

(8) 株 主 資 本 47,813百万円 1,258百万円 △19百万円 

(9) 総 資 産 59,835百万円 14,523百万円 5,582百万円 

(10) 決 算 期 3月 31日 3月 31日 3月 31日 

(11) 従 業 員 数 12名 20名 12名 

(12) 主要取引先 事業内容が経営管理業務につき
該当なし 事業法人等 事業法人等 

(13)大株主及び持株
比率（平成 18年 3
月 31日現在） 

㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行  2.69% 

山形しあわせ銀行持株会 2.16%

殖銀行員持株会    1.33% 

殖銀カードサービス㈱ 23.3% 

山形共立㈱      21.8% 

東京リース㈱     15.0% 

寿商事㈱      38.6% 

しあわせﾕｰｼｰｶｰﾄﾞ㈱ 16.4% 

興銀リース㈱    10.0% 

(14) 主要取引銀行 事業内容が経営管理業務につき

該当なし 

㈱殖産銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱あおぞら銀行 

㈱山形しあわせ銀行 

㈱殖産銀行 

商工組合中央金庫 

資本関係 該当事項はございません。 

人的関係 当社は、エコーリース（株）に対し監査役 1名を派遣しております。
(15)当事会社の関

係 
取引関係 当社は、しあわせファイナンス㈱とリース契約を行っております。 

 
  （単位：百万円） 

最近 3 決算期間の
業績 

株式会社きらやかホール

ディングス（単体） 
エコーリース株式会社 

（単体） 
しあわせファイナンス株式

会社（単体） 
決 算 期 18/3期 16/3期 17/3期 18/3期 16/3期 17/3期 18/3期
経 常 収 益 817 4,883 4,923 5,058 2,378 2,150 2,124
経 常 利 益 636 206 114 105 102 87 123
当 期 純 利 益 633 148 114 119 50 23 55
1 株当たり当期純利益（円） 5 3,722 2,863 2,989 50,223 23,190 55,131
1 株当たり年間配当金（円） 5 50 50 50 0 0 0
1 株当たり純資産額（円） 

  

379 25,337 28,288 31,470 ― ― ―

 
4. 株式交換後の状況 
（1） 商号       株式会社きらやかホールディングス 
（2） 事業内容     銀行持株会社 
（3） 本店所在地    山形県山形市旅篭町三丁目 2番 3号 
（4） 代表者      取締役社長 澤井 誠介 
（5） 資本金   株式交換に伴う資本金の増加はございません。 
（6） 業績に与える影響  株式交換に伴う連結業績への影響は、軽微であります。 

以 上 
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