
平成 18年 11月 28日 

各 位 

  会 社 名 株式会社ＳＦＣＧ 

代表者名 代表取締役社長 大島 健伸 

（登録銘柄 コード 8597 東証第一部） 

                      問合せ先 取締役兼常務執行役員 

                             経営管理本部長 小笠原 充 

                                            （TEL ０３－３２７０－４１７７） 

 

合併合併合併合併にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

 当社は、平成 18年 11月 28日開催の当社取締役会において、平成 19年 1月 1日を期して、 

完全子会社である株式会社メサイア・インベストメント、および株式会社ヴィーナスファンド・

ホールディングスと３社合併することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

  なお、本合併は「簡易合併」の手続きにより行います。 

 

記 

 

1 合併の目的 

 貸金業界の急激な事業環境の変化への迅速な対応、そしてグループ体制の一層の効率化や簡素

化への対応の為、３社合併することと致しました。合併により一元化された資産管理体制により、

子会社株式の活用を含む各社の財務活動を効率的に行うことが可能となり、経営の合理化による

業績向上が期待できるものと考えております。 

 当社グループは、貸出上限金利の引き下げによる業績の影響を極小化して、引き続き企業価値

を一層高めていくよう取り組んで参ります。 

 

2 合併の要旨 

（1）合併の日程 

合併契約書承認取締役会    平成 18年 11月 28日 

合併契約書調印        平成 18年 11月 28日 

合併期日           平成 19年 1月 1日（予定）  

合併登記           平成 19年 1月 1日後の最初の営業日（予定） 

 

 (2) 合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社メサイア・インベストメントおよび株式会

社ヴィーナスファンド・ホールディングスは解散します。 

 



 (3) 合併比率・合併交付金 

当社は、株式会社メサイア・インベストメントの全株式を所有しており、合併による新株式

の発行、合併交付金の支払いはありません。 

  また、当社の完全子会社である株式会社メサイア・インベストメントは、株式会社ヴィーナ

スファンド・ホールディングスの全株式を所有しており、合併による新株式の発行、合併交付

金の支払いはありません。 

 

(4) 会計処理の概要 

企業会計結合基準にもとづき、共通支配下の取引等の会計処理を行う方針であります。 

なお、「のれん」は発生しない見込みです。 

 

３ 合併当事会社の概要 

                              平成 18年 7月 31日現在 

 

（1）商       号 

 

株式会社 SFCG 

 

（合併会社） 

株式会社ﾒｻｲｱ･ 

ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 

（被合併会社） 

株式会社ｳﾞｨｰﾅｽﾌｧﾝﾄﾞ･ 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

（被合併会社） 

（2）事  業  内  容 
金融・投資事業、 

不動産事業、その他 

投資事業 投資事業 

（3）設  立  年  月  日 昭和 53年 12月 平成 12年 12月 平成 4年 9月 

（4）本 店 所 在 地 
東京都中央区日本橋室

町三丁目 2番 15号 

東京都千代田区丸の内

一丁目 1番 3号 

東京都中央区日本橋室

町三丁目 2番 15号 

（5）代   表   者 代表取締役社長  

大島 健伸 

代表取締役 

 後藤 信義 

代表取締役 

 後藤 信義 

(平成 18年 10月末現在) 

（6）資    本    金 79,149百万円 100百万円 28百万円 

（7）発行済株式総数 12,245,470株 60,350株 560株 

（8）株  主  資  本 248,098百万円 

 

2,982百万円 

 

▲94百万円 

(平成 17年 12月末現在) 

（9）総   資   産 541,776百万円 

 

11,541百万円 

 

2,543百万円 

(平成 17年 12月末現在) 

（10）決   算   期 7月 31日 7月 31日 12月 31日 

（11）従  業  員  数 1,159人 

 

役員 3人 役員 3人 

（12）主 要 取 引 先 一般顧客 － － 



 

 

 

（13）大株主及び 

持株比率 

 

 

 

 

 

 

㈱Ｋ Ｅ ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｽ    

52.92% 

㈱光通信           

11.91% 

ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄ 

ｶﾝﾊﾟﾆｰ   2.15% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託 

銀行㈱   2.09% 

エス・ジー・信託銀行  

1.47% 

ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾊﾞﾝｸ  1.35% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行

㈱  1.29% 

重田 康光                

1.26% 

ﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｲﾝｸ  1.23% 

ｴ ｲ ﾁ ｴ ｽ ﾋ ﾞ ｰ ｼ ｰ ﾌ ｧ ﾝ ﾄ ﾞ    

1.09% 

㈱SFCG        

100.00％ 

 

㈱ﾒｻｲｱ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ        

100.00％ 

 

 

 

（14）主 要 取 引 銀 行 

 

㈱三井住友銀行 

シティバンク,エヌ．エイ 

バイエリッシェ・ヒポ・

フェラインス銀行 

㈱りそな銀行 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 

資本関係 

当社は、㈱メサイア・インベストメントの発行済株式の 100.0%を

保有しております。また、当社は間接的に㈱ヴィーナスファンド・

ホールディングスの発行済株式の 100.0%を保有しております。 

人的関係 

当社から㈱メサイア・インベストメントへの役員の派遣 1 名があ

ります。また、当社から㈱ヴィーナスファンド・ホールディングス

への役員の派遣１名があります。 

 

 

 

 (15) 当事会社の関係 

 

取引関係 
当社から㈱メサイア・インベストメントへの資金の貸付がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



４ 最近 3決算期間の業績                     （単位：百万円） 

   株式会社ＳＦＣＧ 

（合併会社） 

決算期 平成 16年 7月期 平成 17年 7月期 平成 18年 7月期 

売上高 53,412 60,791 69,110 

営業利益 13,760 17,396 21,373 

経常利益 14,353 18,060 22,209 

当期純利益 7,628 10,144 11,535 

1株当たり当期純利益（円） 674.70 898.17 975.08 

1株当たり配当金（円） 200.00 200.00 300.00 

1株当たり株主資本（円） 20,465.93 21,152.22 20,260.64 

（注）上記の数値は、単体財務諸表によるものです。 

 

 （単位：百万円） 

 株式会社ﾒｻｲｱ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 

（被合併会社） 

決算期 平成 16年 7月期 平成 17年 7月期 平成 18年 7月期 

売上高 398 63 69 

営業利益 177 △113 △146 

経常利益 177 △113 △146 

当期純利益 △24 △252 △9 

1株当たり当期純利益（円） △403.67 △4,209.91 △161.39 

1株当たり配当金（円） － － － 

1株当たり株主資本（円） 48,762.20 44,552.29 49,427.93 

 

                                      （単位：百万円） 

 株式会社ヴィーナスファンド・ホールディングス 

（被合併会社） 

決算期 平成 15年 12月期 平成 16年 12月期 平成 17年 12月期 

売上高 0 0 0 

営業利益 △0 △22 △63 

経常利益 △3 △22 △63 

当期純利益 △6 △22 △63 

1株当たり当期純利益（円） △11,708.52 △39,747.37 △113,998.67 

1株当たり配当金（円） － － － 

1株当たり株主資本（円） △15,551.46 △55,298.83 △169,297.50 

 

 



5 合併後の状況 

(１)商号： 株式会社ＳＦＣＧ 

(２)事業内容：金融・投資事業、不動産事業、その他 

(３)本店所在地：東京都中央区室町三丁目２番１５号 

(４)代表者：代表取締役 大島 健伸 

(５)資本金：合併による資本金の増加はありません。 

(６)総資産：合併による総資産への影響は軽微です。 

(７)決算期：7月 31日 

(８)業績に与える影響：合併による連結業績への影響は軽微です。 

 

以上 


