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株式会社フタタに対する経営統合提案の内容について 

 

当社は、平成 15 年１月 24 日、株式会社フタタ（以下「フタタ」という。）と業務提携及び資本

提携契約を締結して、同社の商品開発、共同仕入れによる仕入のコスト改善、ＰＯＳシステムな

どの統合、役員の相互派遣、従業員研修、店舗運営の改善など、「本業による収益改善」に向け

た努力を積み重ねてまいりました。 

 

その後、当社は平成 16 年 7 月 8日に友好裏の内に業務・資本提携を強化し、フタタ株式を追加

取得し、フタタを当社の持分法適用会社とするとともに、当社代表取締役湖中謙介を社外取締役、

当社取締役本田忠之を専務取締役営業本部長としてフタタに派遣するほか人事交流を行なうな

ど両社の関係を強化して参りました。 

その結果、フタタの業務改善の効果は、徐々に成果を上げ、数年連続赤字の状況から 3期連続小

幅ながら黒字決算に転じ、復配も実現しました。 

 

以上の成果は、当社のフタタ持ち株比率が 20％超という限定された割合のなかでの成果であり、

現状の資本提携のままでは業務改善の効果に限界があることから、平成 17 年から当社社長とフ

タタ社長は、両社の将来の業務・資本提携のあり方につき相互に意見交換するようになり、経営

統合も視野に入れた協議を始めておりました。 

また、当社代表取締役湖中謙介は、自らフタタの取締役会及び業務改善委員会などを通じ、フタ

タの経営および業務の内容に精通し、フタタの代表取締役その他の経営陣をはじめ従業員などと

も信頼関係を築き上げており、とくにフタタ代表取締役とは同じ紳士服専門販売業者の経営者と

して同志的なパートナー意識をもって交流いたして参りました。 

 

この度、平成 18 年 8 月 7日に株式会社 AOKI ホールディングス(以下｢AOKI｣という)様からフタタ

に対して経営統合の提案がございましたが、従前培われてきた当社とのフタタの信頼関係は強固

なものであり不変であることを前提とし、両社の更なる関係強化によって、両社の本業である紳

士服販売の強化を通して社会、株主への貢献と、企業価値を最大化することを目的とする、経営



統合の提案を行いましたので、その骨子についてお知らせいたします。 

なお、交換比率につきましては決定次第速やかに開示させていただきます。 

 

記 

 

１．提案の目的 

  本提案は、現在の貴社との資本業務提携の強化を主眼として、弊社が貴社を株式交換等の方

法で完全子会社化することにより両社の経営を統合し、両社の経営資源を集中することによっ

て、両社の本業である紳士服販売の強化を通して、同業売上高第 3位の地位の獲得と競争力の

更なる強化並びに社会・株主への貢献と従業員の幸福増進を目指すものであります。 

業態転換、リストラなどではなく本業に軸足を置き真摯にそれを追い求める貴社の伝統と

培われてきた誇りを継承していくものであります。貴社の現経営陣におかれましては、本提

案の趣旨についてご賛同を賜りたくお願い申し上げます。 

 

２． 提案の意図（狙い） 

景気の本格的な回復による新卒採用の拡大及び賃金の増加等本格的な復活基調にある紳士

服業界の現状を考え、貴社及び弊社が未来永劫に亘り顧客、株主、その他ステークホルダー

に支持を獲得し続ける業界のリーディングカンパニーであり続ける為に発展的経営統合を実

現し、常に先進の発想で紳士服市場を刺激し続ける事を狙いとしております。 

私どもは、「本業である紳士服のビジネス」を通して貴社の収益を改善していくことで社会

に貢献していこうとするものであり、貴社を同志的なパートナーとして強力な企業集団を形

成していきたいと考えております。 

弊社といたしましては、従来からの貴社との業務・資本提携の強化のスピードを加速させ、

貴社の企業価値を最大化する最良の手段として弊社との経営統合をご提案するものでありま

す。 

 

３．提案に至る経緯 

(1) 業務・資本提携契約 

平成 15 年 1 月 24 日に弊社と貴社との間で業務提携・資本提携契約を締結し、以後 3年

半に亘り、貴社の経営の独立性を尊重した上で、仕入や商品の共同開発、従業員研修や店

舗運営ノウハウの共有化等広範囲に及ぶ相乗効果の追求、「本業による収益改善」に向けて

営業力の向上、仕入機能の強化、業務コストの省力化を主眼として具体的な協議を友好的

に重ねてまいりました。 

(2) 提携の強化 

本業務提携・資本提携契約の効果が見え始めた平成 16 年 7 月 8日に更に踏み込んだ関係

構築を目的として株式の追加取得により貴社を弊社の持分法適用会社とさせて頂き、弊社



の現在の代表取締役である湖中謙介を社外取締役、弊社取締役本田忠之を専務取締役営業

本部長として派遣するほか人事交流を行なう等両社の関係強化を友好裏の内に強化して参

りました。 

(3) 提携の成果 

本業務提携・資本提携契約による貴社の業務改善の効果は、徐々に成果を上げており、

数年連続赤字の状況から 3 期連続小幅ながら黒字決算に転じ、配当が可能な財務状況とな

っております。 

このことは株価にも反映されており、株価についても堅調に回復し、平成 15 年 1 月 24

日終値で 129 円であったものが、平成 18 年 8 月 4 日終値では 400 円超まで順調に回復し

て、株式市場において貴社の業務改善効果が評価されております。 

 貴社の株価の推移は、同期間のトピックス及び日経平均の伸長率を大きく上回るもので

す。 

 

 

４．本提案の特徴（メリット） 

本件提案は、貴社、株主、従業員のすべてが最終的に利益を獲得できるトリプル・ウィン

の事業計画です。 

(1) 会社の利益 

   上記貴社との提携の成果は、弊社の持ち株比率が 20.6％という限定された割合のなかで

の成果であり、本提案により貴社が弊社の 100％子会社となることで双方の利害関係が完全

に一致した状況での成果を想定するときは、より一層のシナジー効果が期待でき、貴社の業

績向上について、さらなるポテンシャルが期待できます。 

   提携の結果として、貴社の経営改善の課題と対処がすでに明確になっており、スムーズな

経営改善が期待できます。 

   さらに弊社との業務提携・資本提携の過程で貴社との POS システムの統合などを推進して

おり、貴社としても当該設備投資を行って間がないため、これを他のシステムに移行するこ

とは貴社の新たな経済的負担が生ずることとなります。 

 



 

 (2) 株主の利益 

   株主様の利益としては株価の推移が問題となりますが、弊社が提携を開始した時点での株

価と現在の株価を比較したときは約３倍以上、上昇した実績があり、同様に今後も弊社と貴

社との経営統合は株式市場の評価を受けるものと期待できます。 

   今回の弊社の提案は、平成 15 年以後の業務・資本提携による成果を踏まえた数字である

ため実現可能性の高いものであるのに対し、他社の提案は、今後の経営統合の成果を見込ん

だ仮定的数字に過ぎません。 

また、他社は、株式公開買付（ＴＯＢ）による現金化を提案されており、弊社が株式交

換で統合を実行した場合には、税務面で見た場合、株主様の当面の直接的な負担は少なく

てすむことになります。 

 

 (3) 従業員等の利益 

弊社の提案は、貴社の従業員・役員につき、できる限り現状の雇用状況を維持する提案

です。 

とくに貴社は、創業以来九州地区の一番の紳士服専門店チェーンであり、貴社の従業員

は皆そのことにプライドをもち、かつ職場に対する愛着をもって業務にあたっておられま

す。 

今回の他社の提案には、株式会社トリイとの業務・資本提携における再生ノウハウを使

うことが記載されており、一部の新聞報道でも貴社の不採算店については傘下のカラオケ

やカフェ店などへの業態転換を目指しているとのことであります。株式会社トリイの例で

は、報道等によれば、平成 15 年 2 月時点で紳士服店舗が 62 店舗であったものが平成 17 年

3 月時点で 38 店舗に減少し、業態転換が急ピッチで進んでおり、貴社に対する提案が実行

に移された場合も同様の事態が発生するものと懸念されます。 

その結果、貴社の従業員は、それまでの紳士服販売の業務知識と職場への愛着を捨てて、

全く業態の異なる職務への異動を迫られることになり、新たな職務に対する適性を欠くと

きは、結局は自主退職していかざるを得ない状況が生じることが懸念されます。 

しかも業態転換が行われれば 24 時間体制となることも見込まれ、勤務形態も従来の店舗

営業と異なり、交替制で長時間労働が予想されます。しかも他社の提案で、当面従業員の

現在の給与水準が維持されると仮定しても、長期的には従業員の給与は当該業界の横並び

とならざるをえないと予想されます。 

その結果、他社の提案では、貴社従業員には将来の雇用への不安が大きいのではないで

しょうか。 

これに対し、弊社の提案は、「本業による収益改善」を提案するものであり、業態転換を

前提とするものでないことから、貴社の従業員の雇用への不安を生じさせないものであり

ます。 



 

５．本提案の信頼性 

  本提案は、他社の提案と比較してトリプルの信頼性をもちえています。 

 (1)  従来の業務・資本提携の実績 

   弊社は、従来からの業務・資本提携の実績があり、その成果も具体的数字として明確であ

り、今後の貴社の経営改善に向けた取り組みについても、きわめて信頼性の高い具体的な提

案を提示できます。 

 

 (2) 従業員・役員交流の実績 

貴社と弊社とは、その謹厳実直な社風において共通するものがあり、従来からの業務・

資本提携の過程で、取締役の相互派遣、従業員研修を通じて、相互に交流を深めており、

経営統合の実務面でもスムーズな移行が可能です。 

 

(3) 企業規模 

弊社は店舗数 303 店、売上高 505 億円程度の規模の企業であるため、貴社と企業規模の

差がそれほど大きくなく、本提案により経営統合を行った場合でも、貴社の店舗、売上高

が相当重要な価値を有します。 

これに対し他社の提案では、貴社の規模では総売上高の 10％程度の規模となり企業グル

ープの全体に占める割合が極めて小さくなり、グループ内の子会社の一つにすぎないこと

から、貴社の他社グループ内での存在感は乏しくなることが予想されます。 

 

６．交換比率等の算定手法 

株式交換比率等については、貴社と弊社との経営統合により発生するシナジーを十分に織

り込んだ上で、DCF 法、マルチプル法等の手法を用い、最終決定致します。 

 

７．経営統合の実行計画 

 (1) ガバナンス 

   両社合同による「経営統合委員会」を設置し委員長に弊社社長の湖中、副委員長に貴社二

田社長が就任します。分科会の各委員は両社役員・幹部で構成し両社のスムーズな経営統合

が実現しその効果を最大限出せるプランの詳細を検討するものとします。 

 (2) 営業・商品 

  ・経営統合効果を最大限発揮するために両社の営業及び商品部門をグループで統合し、

可能な限り速やかに両社各業態の収益性の向上に努めます。 

・貴社の両部門の従業員については、本人の希望を十分に尊重した上で、弊社本社勤務と

なる事も検討いたします。 

・両部門統合後は可能な限り店舗運営実績を営業活動及び商品開発にダイレクトに反映で



きる効率的な体制に速やかに移行します。 

・現在弊社で 20％の SPA（製造直販）比率を両社併せて 30％に早急に引き上げるとともに、

両社のプライベートブランドも再編し、お客様の最高の満足感を得つつ収益性を最大限に

図れる体制に可能な限り速やかに移行します。 

・弊社で実施している特約店、指定店契約を九州地区にも拡げて法人需要や学生生協など

の活用を早期に図り営業力強化と新規顧客の開拓に結びつけます。 

上記営業及び商品部門以外の各部門についても経営統合による効率化をあらゆる視点か

ら再検証し、出来る限り速やかに店舗運営実績をダイレクトに本部に反映できる体制を実

施するものとします。 

  (3) 店舗 

・弊社より店舗開発施策のバックアップを行い、平成 21 年（09 年）1 月期までに 16～20

店舗の新規出店と移転・建て替え等による既存店の活性化を進めてまいります。 

・経営統合後速やかに、両社の全店舗のクリニックを実施し、店舗毎の強化策や改善策を

検討し、統合効果を最大限発揮できる体制を早期に実現するものとします。 

・各店舗について営業方針、商品構成、販促方法、建物・売場の管理手法、同業他社との

競合、店舗に関わる契約、人事面、人材配置等を深く掘り下げ店舗利益の極大化を図りま

す。 

・本件により売上高及び店舗数では、はるやま商事株式会社を上回り業界第 3 位となりま

す。また九州地区で現在首位の青山商事株式会社と並ぶ 93 店舗となります。今後は上記の

新規出店により九州地区において更にドミナント化を推し進め青山商事株式会社を上回る

100 店舗体制となることによって、商品力、営業力及び店舗数ともに最大で最良の紳士服

チェーンを目指します。 

(4) システム 

POS システムは既に統合しておりますが、今後は全部門におけるシステム統合を推進し

顧客管理の強化及び経営効率の極大化を追及します。 

(5) 経営資源 

両社の持てる全ての経営資源を最大限活用致します。また、両社の更なる業績向上を計

る為にあらゆる視点から先入観を持たずに企業価値向上の為の施策を実行していきます。 

(6) 事業計画 

上記の諸施策を実施することにより、貴社業績は、2006年 1月期実績の売上高112億円、

経常利益 1.1 億円（経常利益率 1.0％）に対して、2009 年 1 月期には、売上高 137 億円、

経常利益 11.4 億円（経常利益率 8.3％）に伸長することを計画しております。弊社の 2006

年 9 月期の経常利益率見込みは 9.2％であり、両社が経営統合によって経営資源と経営ノ

ウハウを共有しシナジーを最大限発揮することによって、必ず達成できる計画であると確

信しております。 

  



以上の項目の進捗を逐次、経営統合委員会またその分科会にて確認し、必要が有れば柔

軟に修正を加え当初の目的を完遂する事を追求します。 

今後は、輝かしい両社の未来と両社従業員の豊かな生活を実現するべく創意と工夫、そ

して可能な限りのスピード感を持って取り組みます。 

 

８．経営統合後のグループ運営方針 

(1) 社名 

九州地区において老舗である貴社の知名度は高く、弊社は『フタタ』の名称は貴社の大

きな財産と考えております。従って、現名称はそのまま残し貴社が長年築いてきた歴史と

伝統を引き継いで参ります。 

(2) 従業員 

・貴社の全従業員の雇用が守られるように弊社は最大限の考慮と努力を払う事はもちろん、

現在の雇用条件についても変更することは考えておりません。 

・人材教育については、両社の従業員個々の企業人としての成長を促進するために、弊社

はあらゆる教育システムを最大限活用します。 

(3) 人事 

・貴社の代表取締役社長は現行通り二田孝文氏にお願いし、新たに弊社取締役(貴社専務取

締役)である本田忠之を代表取締役として選任をお願いする予定です。既に信頼関係と実績

がある両者が共同して経営に当たる事により、経営に厚みを持たせて経営統合の早期の効

果実現に注力致します。 

・業務上の必要に応じて、貴社に対して弊社より新任の取締役を派遣する事も検討致しま

す。 

・従業員の人事については、本人の希望を十分に尊重した上で、人事交流を積極的に図り

グループ企業としての人的リソースが最大限活用されることに努めます。 

 

９．最後に 

貴社と弊社は平成 15 年 1 月 24 日の資本業務提携以降、志を共有するグループ企業として

一緒に歩んでまいりました。他社からの経営統合の提案があった現在でも貴社を重要なパー

トナーと考える弊社の考えは微動だにしておりません。いまこそ両社の輝かしい未来に向け

て経営を統合し、株主様・お客様・取引先様・従業員等及び地域社会に貢献していきたいと

考えておりますので、本提案の趣旨について重ねてご賛同を賜りたくお願い申し上げます。 

 

以上 


