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平成 19 年 5 月 24 日 

各  位 

会社名 株式会社 T･ZONE ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長  吉田 直樹  

（JASDAQ コード ８０７３） 

問合せ先 取締役業務部長  菊池  渡 

（TEL 03－5643－0620 ） 

 

 

 

当社の親会社である株式会社ＫＥホールディングスとの合併に関するお知らせ 

 

 

  当社は、平成１９年５月２３日開催の取締役会において、平成１９年１０月 1日を期して、

下記のとおり株式会社ＫＥホールディングスと合併する決議をいたしましたので、お知らせ

いたします。尚、本合併の実施については、平成１９年６月２７日開催予定の当社定時株主

総会において、合併契約の承認可決されることを条件としております。 

  

 

記 

 

 

1. 合併の目的 

（１）当グループ、即ち、株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス・株式会社ＳＦＣＧグ

ループは、2014 年グループ 102 社構想を目標に掲げております。グループ 102 社構

想とは、当グループの創始者である株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス取締役

会長の大島健伸が、1989 年に将来の企業グループ形成を目指して掲げた目標であり

ます。その骨子としては、2014 年に 102 社からなる企業グループを形成する事を目

標としております。具体的に、102 社とは、株式会社ＳＦＣＧ＋株式会社Ｔ・ＺＯＮ

Ｅホールディングス＋株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス傘下 100 社、合計 102

社を指しております。 

 

（２）1989 年当初の段階では、当然の事乍ら、企業グループは存在せず、㈱ＳＦＣＧ1 社

のみであり、株式会社ＳＦＣＧを中心にグループ企業形成の取組みがスタートしま

した。然しながら、株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス(旧ＣＳＫエレクトロニ

クス)の買収に成功した事により、グループ 102 社構想を専門に推進するホールディ

ング・カンパニーをグループ内に持つ事が出来ました。102 社構想を推進するホール

ディング・カンパニーと、株式会社ＳＦＣＧの事業者金融業とでは、扱う事業内容

が全く異なり、そして、必要な専門性も人材も全く異なるため、株式会社ＳＦＣＧ

とは別の会社が、グループ 102 社構想を推進する必要があると考えた次第でありま
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す。この後は、株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスをこの 102 社構想の中核企

業と位置づけております。この 102 社構想に向って、現在、株式会社Ｔ・ＺＯＮＥ

ホールディングスの傘下に上場子会社 1 社(マルマン株式会社)、上場準備中の子会

社 6社、持分法適用関連会社 7社、合計 14 社の主力子会社を擁するに至っておりま

す。 

 

（３）今後、更に、グループ 102 社構想を加速度的に実現していくためには、早期に株式会

社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスを人的にも資本的にも強化していく事が必要であり

ます。そのため、株式会社ＳＦＣＧと株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス及び株

式会社ＫＥホールディングスの複雑に入り組んでいる資本構造及び人的構造を整理

して、株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスにホールディング・カンパニーとして

の経営資源を集約する事がベストな選択であると考える次第であります。そこで今回

の合併により、当社はその複雑であるグループ間支配関係をシンプルに改め、管理体

制を当社に一元化することにより、名実ともに当社をグループにおける中核ホールデ

ィング・カンパニーとすることを目的とします。今回の合併は、将来的に株主様の利

益を極大化する事に資するものと確信致します。 

   

 

 

2. 合併の要旨 

 （１）合併の日程 

    合併契約承認取締役会      平成１９年５月２３日 

    合併契約書締結         平成１９年５月２３日 

    合併契約承認株主総会      平成１９年６月２７日（予定）（両社） 

    合併の効力発生日        平成１９年１０月１日（予定） 

    合併登記            平成１９年１０月１日（予定） 

    株券交付日           平成１９年１１月中旬（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ＫＥホールディングスは解散いた

します。 

 

 

 （３）合併比率 

 

 

  

 

   （注）１.株式の割当比率 

       株式会社ＫＥホールディングスの株式１株に対して、株式会社Ｔ・ＺＯＮＥ

ホールディングスの株式 31,849.84 株を割当交付する。 

 

会社名 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス 株式会社ＫＥホールディングス 

合併比率 1 ３１,８４９.８４ 
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２.合併比率の算定根拠 

合併比率については、株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンテ

ィングが評価した結果を参考に、合併当事者間で協議の上、上記合併比率を

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 

      （Ａ）株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングは、当社の

株式については市場株価方式、株式会社ＫＥホールディングスについて

は時価純資産方式を用いた上で、これらの分析結果を総合的に勘案して

合併比率レンジを算定いたしました。 

             

（Ｂ）株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスは、上場株式であるため、株価

算定書の基準日である平成19年 5月 22日現在の株価から過去の株式会

社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスの株価動向を加味した市場株価法を採

用致しました。具体的には、平成 19 年 5 月 22 日を基準日として合併予

定日（平成 19 年 10 月 1 日）までの期間(131 日)と同じ期間を遡って株

価の動向を考慮しました。結果として、株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールデ

ィングスの株式価値は、平成19年5月22日付における終値である2,470

円を中心に 2,764 円～2,176 円のレンジに収まるものとして算定されま

した。 

 

（Ｃ）一方、株式会社ＫＥホールディングスについては、株式市場の取引その

他株式の取引実績がないため、市場株価法は採用しておりません。株式

会社ＫＥホールディングスは上場会社の株式を保有するとともに、不動

産を所有し、これを賃貸しておりますが、その収入は所有している株式

からの受取配当金が大半を占めております。したがって、将来キャッシ

ュフローは配当政策によるところとなり、これを長期に亘って見込むこ

とは困難であるため、ＤＣＦ法は好ましくないものと判断しました。株

式会社ＫＥホールディングスは、上場有価証券を主な資産としている為、

保有資産の簿価と時価に大きな乖離が予想されます。以上より、株式会

社ＫＥホールディングスの企業価値の算定にあたっては、時価純資産法

を採用しました。尚、時価純資産法につきましては、合併予定日前日（平

成 19 年 9 月 30 日）の予想貸借対照表をもとに保有資産の大半を占める

株式会社ＳＦＣＧ株式及び当社株式について同様に算定しました。結果

として、株式会社ＫＥホールディングスの株式価値は、1 株あたり

85,980,082 円～66,847,265 円のレンジに収まるものとして算定されま

した。また、株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティン

グは、株式会社ＫＥホールディングスの予想貸借対照表について、同社

の経営陣が現時点においてなしうる最善の予測及び判断に基づいて合

理的になされた予想である、との前提のもとに上記の算定を行っており

ます。 
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（Ｄ）尚、当社と株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング

とは、一切の利害関係はありません。 

 

      ４.合併により発行する新株式数等 

       普通株式 ６３，６９９，６８０株 

 

 

 

 （４）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

    消滅会社は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）会計処理の概要 

    本合併に伴い、のれんは発生します。のれん代については、現在精査中でおります。 

  

（６）合併比率の公平性を担保するための措置  

株式会社ＫＥホールディングスの資産の９９.３１％は、保有するＳＦＣＧ株と

Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス株で占めております。従いまして、株式会社ＫＥホ

ールディングスの株価については、市場株価によって形成されておりますので、そ

の公平性については担保されております。 

 

（７）利益相反を回避する措置 

当社は、弁護士の社外監査役を置いており、本合併については、会社法上その他諸

法令の問題点については十分精査し、取締役会において議論をしたところ問題がな

いとの見解を頂いております。 

  

 

 

3. 合併当事会社の概要 

             （平成 19 年 3 月末現在）     （平成 18 年 7 月末現在） 

（１）商号 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディ

ングス（合併会社） 

株式会社ＫＥホールディングス 

（被合併会社） 

（２）主な事業内容 子会社管理業 子会社管理営業・不動産賃貸業 

（３）設立年月日 昭和５０年８月 平成１８年７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 

吉田 直樹 

代表取締役社長 

大島 健伸 

（６）資本金の額 6,109 百万円 100 百万円 

（７）発行済株式総数 33,137,822 株 2,000 株 
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（８）純資産 20,061 百万円 1,394 百万円 

（９）総資産 47,220 百万円 1,402 百万円 

（１０）事業年度の末日 ３月３１日 ７月３１日 

（１１）従業員数 １１名 １０名 

（平成 19 年 5 月 22 日時点） 

（１２）主要取引先 － － 

（１３）大株主及び 

持株比率 

 

 

㈱ＳＦＣＧ 63.05％ 

㈱ ケ ン ・ エ ン タ ー プ ラ イ ズ

10.47％ 

 

大島健伸 33.80％ 

大島嘉仁 26.92％ 

大島由里子 20.94％ 

 

（１４）主要取引銀行 ㈱みずほ銀行 

 

㈱りそな銀行 

資本関係 

㈱ＫＥホールディングスは、当社の株式 150 万株を

保有しているほか、当社の筆頭株主㈱ＳＦＣＧを通

じて株式 2,089 万株を保有しております。 

 

人的関係 

当社の役員の内取締役３名が㈱ＫＥホールディング

スの取締役を兼任しております。また、当社の役員

の内監査役１名が、㈱ＫＥホールディングスの監査

役を兼任しております。 

取引関係 
特に取引関係はございません。 

 

（１５）当事会社の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

株式会社ＫＥホールディングスは、株式会社ＳＦＣ

Ｇの株式の半数以上をもつ親会社であります。従っ

て、株式会社ＳＦＣＧの子会社である当社は、株式

会社ＫＥホールディングスの関連当事者に該当しま

す。 

 

 

 

 

 

（１６）直近３年間の業績 

   （単位：百万円） 

 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス

（合併会社）（連結） 

株式会社ＫＥホールディングス 

（被合併会社）（個別） 

事業年度の末日 19年3月期 

 

18年3月期 17 年 3 月期 18 年 7 月期 

（注１、注２） 

－ 

 

売上高 41,398 35,070 25,418 461 － 
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営業利益 7,002 4,812 2,824 △20,182 － 

経常利益 6,965 5,158 2,537 △21,482 － 

当期純利益 5,758 6,779 2,827 △21,561 － 

１株当たり当期純

利益（円） 

185.51 円 204.66 円 92.48 円 △10,780.99 円 － 

１株当たり配当金

（円） 

－ － － － － 

１株当たり純資産

（円） 

939.24 円 916.22 円 671.76 円 697,417.67 円 － 

（注１） 株式会社ＫＥホールディングスは、株式会社ケン・エンタープライズより新

設分割により、平成 18 年 7 月 1日に設立された会社でありますので、業績

は１期分のみとなります。 

（注２） 株式会社ＫＥホールディングスは、会社法監査を受けている会社であります。

（但し、証取法監査は受けておりません。）尚、連結財務諸表は作成してお

りません。 

 

 

 

4. 合併後の状況 

（1） 商号       株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス 

（2） 主な事業内容   子会社管理業 

（3） 本店所在地    東京都中央区日本橋室町三丁目２番１５号 

（4） 代表者      代表取締役 吉田 直樹 

（5） 資本金の額    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現在精査中です。 

（7） 純資産      合併による純資産への影響は現在精査中です。 

（8） 事業年度の末日  ３月３１日 

（9） 業績に与える影響 合併による連結業績への影響額は、現在精査中であります    

が、判明次第直ちに開示致します。尚、当社ではこれまでも

四半期ごとの業績を各四半期決算終了後、できるだけ早い時

期に開示することを方針としており、今後につきましても同

様の方針にて情報開示を行っていく所存です。 

（10） 役員構成     合併に伴い、新たに就任する役員はおりません。  

（11） その他、本合併に関しての留意事項                          

     本合併によって、株式会社ＳＦＣＧが株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス

の子会社となることによって、子会社が親会社となる株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホー

ルディングスの株式を保有することになります。これについては、法定期限内に

第三者への売却をするなどして解消することを予定しております。 
以上留意すべき点はあるものの、本合併により、グループ統治に無駄がなくな

り、統治力が格段に増加、又、グループの内部統制力が強化されます。株式会社

ＫＥホールディングスと株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスの合併会社が株

式会社ＳＦＣＧを含めた子会社群を統治するというシンプルな統治形態とする
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事により、内部統制力も強化される事となります。 
以上、本合併は、非常に大きなメリットをもたらすものであると確信しており

ます。 

（12） 未確定情報 本合併のお知らせにおける未確定情報につきましては、分かり次

第、情報開示いたします。 

（13）（御参考まで） 合併後の３社間(株式会社Ｔ･ＺＯＮＥホールディングス、株式会

社ＫＥホールディングス、株式会社ＳＦＣＧ)の資本構造の見込みについて 

 

～合併前（現在・平成 19 年 5 月）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ～合併後 見込み（平成 19 年 10 月）～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※株式会社ＫＥホールディングスは、平成 18 年 7 月 1 日付けで、株式会社ケン・エン

タープライズを分割により設立した会社であります。 

   

以上 

(非公開会社) 

㈱ＫＥホールディングス 

(東証 1部上場) 

㈱ Ｓ Ｆ Ｃ Ｇ 

(ＪＡＳＤＡＱ上場) 

㈱Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス 

(非公開会社) 
㈱ケン・エンタープライズ 

52.92％保有 

63.05％保有 

10.47％保有4.53％保有

平成 18 年 7月 1 日付

会社分割 

(ＪＡＳＤＡＱ上場) 
合併会社 ㈱Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス 

＋㈱ＫＥホールディングス 
 

(東証 1 部上場) 
㈱ Ｓ Ｆ Ｃ Ｇ 

52.92％保有21.58％保有

(非公開会社) 
㈱ケン・エンタープライズ 

3.58％保有


