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平成 19 年 8 月 22 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株式会社ブルーバード

の合併に関するお知らせ 

 

 

  当社の親会社である株式会社ＫＥホールディングスは、本日開催の取締役会において、平

成 19 年 9 月 25 日を期して、下記のとおり株式会社ブルーバード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。 

両社は、本合併における法律・会計・税務の取り扱いに関して、各専門家のアドバイスを

受けている最中であります。つきましては、本合併の実施は、それらアドバイスの結果が何

ら問題ないということを前提としております。また、平成 19 年 9 月 21 日開催予定の株式会

社ＫＥホールディングスおよび株式会社ブルーバードの臨時株主総会において、合併契約が

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 

当社の親会社である株式会社ＫＥホールディングスと合併する株式会社ブルーバード

は、不動産の保有・賃貸を目的として、平成１３年３月に設立された会社であります。

また、株式会社ブルーバードは、株式会社ＫＥホールディングスの株主であります大島

ファミリーが支配する会社であります。株式会社ＫＥホールディングスが株式会社ブル

ーバードと合併することで、実質同じ支配下にある両社を統合して、株主を巡る資本関

係を整理することといたします。また、両社で営んでいる不動産賃貸事業の統合を図り

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 8 月 22 日 

    合併契約書締結         平成 19 年 8 月 22 日 

    合併契約承認株主総会      平成 19 年 9 月 21 日（予定）（両社） 
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    合併の効力発生日        平成 19 年 9 月 25 日（予定） 

    合併登記            平成 19 年 9 月 25 日（予定） 

 

 （２）合併方式 

     株式会社ブルーバード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       

         株式会社ブルーバードは、株式会社ＫＥホールディングスと合併比率１

対１で合併し、その対価として株式会社ブルーバードの親会社である

Chapman Services Corp の株式を交付する予定です。 

 

 （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。 

  

 

 

3. 合併当事会社の概要 

              （平成 18 年 5 月末現在）    （平成 18 年 7 月末現在） 

（１）商号 株式会社ブルーバード 

（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 不動産賃貸業 子会社管理営業・不動産賃貸業 

（３）設立年月日 平成１３年３月 平成１８年７月 

（４）本店所在地 東京都台東区上野三丁目２８番

６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 

田中 稔 

代表取締役社長 

大島 健伸 

（６）資本金の額 10 百万円 100 百万円 

（７）発行済株式総数 200 株 2,000 株 

（８）純資産 14 百万円 1,394 百万円 

（９）総資産 2,860 百万円 1,402 百万円 

（１０）事業年度の末日 ５月３１日 ７月３１日 

（１１）従業員数 1 名 

（平成 19 年 7 月末時点） 

１２名 

（平成 19 年 7 月末時点） 

会社名 株式会社ブルーバード 株式会社ＫＥホールディングス 

合併比率 1.0 1.0 
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（１２）主要取引先 － － 

（１３）大株主及び 

持株比率 

 

 

Chapman Services Corp 
100％（㈱ＫＥホールディングス

と同一の株主） 

 

大島 健伸 33.80％ 

大島 嘉仁 26.92％ 

大島 由里子 20.94％ 

ウィルポン 由貴 8.97％ 

（１４）主要取引銀行 ㈱三井住友銀行 

 

㈱りそな銀行 

資本関係 
株式会社ブルーバードの支配者は、㈱ＫＥホールデ

ィングスの株主と重複します。 

人的関係 
㈱ＫＥホールディングスの取締役 吉田直樹は、㈱ブ

ルーバードの取締役を兼任しております。 

取引関係 
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 

当該事項はございません。 

 

資本関係 資本関係はございません。 

人的関係 

当社㈱Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスの代表取締役

吉田直樹は、㈱ブルーバードの取締役を兼任してお

ります。 

取引関係 
取引関係はございません。 

 

（１６）当社と㈱ブルー

バードとの関係 

関連当事者へ

の該当状況 

当該事項はございません。 

 

（１７）資本関係図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（平成 19 年 7 月末時点） 

 

 

 

BERNARD HOLDINGS CORP 
HUCKLEBERRY LIMITED 

[外国法人] 

 
㈱ＫＥホールディングス 

 

 
㈱ブルーバード 

100% 

100% 90.64% 9.36% 

100% 

大島ファミリー 

Chapman 
Services Corp 

[外国法人] 
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（１８）直近３ヵ年の業績 

                                   （単位：千円） 

 株式会社ブルーバード 

（合併会社） 

事業年度の末日 平成 16 年 5 月期 平成 17 年 5 月期 平成 18 年 5 月期 

売上高 132,617 132,617 132,617

営業利益 110,464 111,091 97,062

経常利益 114,363 113,633 100,862

当期純利益 2,199 △758 651

１株当たり当期純利益（円） 10,995 円 △3,790 円 3,257 円

１株当たり配当金（円） － － － 

１株当たり純資産（円） 67,891.81 円 71,683.62 円 74,940.61 円

 

 

               （単位：千円）        

 株式会社ＫＥホールディングス

（被合併会社） 

事業年度の末日 平成 18 年 7 月期 

売上高 461

営業利益 △20,182

経常利益 △21,482

当期純利益 △21,561

１株当たり当期純利益（円） △10,780.99 円

１株当たり配当金（円） － 

１株当たり純資産（円） 697,417.67 円

※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ヶ月分のみとなり

ます。 

 

 

 

4. 合併後の状況 

（1） 商号       株式会社ＫＥホールディングス 

（2） 主な事業内容   子会社管理営業、不動産賃貸業 

（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 大島 健伸 

（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。 
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（8） 事業年度の末日  ５月３１日 

（9） 業績に与える影響 当社㈱Ｔ･ＺＯＮＥホールディングスと㈱ＫＥホールディ    

ングス(正式には、株式会社ＫＥホールディングスと株式会

社ブルーバードとの合併会社)との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。    

（10） 役員構成      合併に伴い、新会社に就任する役員は、大島健伸、菊池渡、 

鶴田宣廣であります。                  

 

 

 

5. 当社と㈱ＫＥホールディングスの合併に与える影響 

 

  当社と株式会社ＫＥホールディングスの合併については、平成19年 8月 10日付けの『株 

式会社ＫＥホールディングスとの合併の延期に関するお知らせ』の通り、合併を延期する

状況に変わりはございません。 

 

当社の親会社の株式会社ＫＥホールディングスと株式会社ブルーバードと合併した後

の合併会社は、従前通り子会社の管理営業を行う他、不動産賃貸業を行ってまいります。

また、合併後の会社が保有する資産は、株式会社ＫＥホールディングスが保有する資産に、

株式会社ブルーバードが現在保有する不動産物件（１物件）を加えたものとなります。従

いまして、合併後の会社の事業内容、および保有する資産内容(不動産と子会社株式のみ)

に変更はございません。 

 

両社が今の時期（平成 19 年 9 月中）に合併する理由といたしましては、両社の株主に 

とりまして税制面でのメリットがあるからです。具体的には、租税特別措置法が平成 19
年 10 月 1 日以後適用（条文追加）される以前に、両社が合併を行う方が、両社の株主に

とっては有益と判断した次第です。従いまして、当社の親会社の株式会社ＫＥホールディ

ングスは、当社との合併延期の最中ではありますが、敢えて今のタイミングで株式会社ブ

ルーバードとの合併を実施することを取締役会決議した次第です。 
 

当社の親会社の株式会社ＫＥホールディングスが、株式会社ブルーバードと合併した場

合、当社の親会社は消滅会社となります。つまり、株式会社ブルーバードが合併存続会社

として、消滅する株式会社ＫＥホールディングスの権利・義務の一切を承継する形となり

ます。株式会社ブルーバード（合併と同時に、株式会社ＫＥホールディングスへ商号変更

予定）を合併後の存続会社といたしますが、実質的な株主に変更はございません。具体的

な手続きの流れを申し上げますと、株式会社ＫＥホールディングスは、まず Chapman 
Services Corp の全株式を購入し１００％の子会社とします。その後、株式会社ＫＥホ

ールディングスは、株式会社ブルーバードと合併を致します。その合併の際、合併の対価

として、株式会社ＫＥホールディングスの株主は、株式会社ブルーバードの１００％親会

社 Chapman Services Corp の株式の交付を受けます。 
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結果的に、Chapman Services Corp の株式は、株式会社ＫＥホールディングスの株

主であります大島ファミリーが保有することとなります(上図の通り)。つまり、合併後に

新たに当社の親会社となります Chapman Services Corp の株式については、株式会社

ＫＥホールディングスと同一の株主が保有することとなります。 

 

また、当社の親会社の株式会社ＫＥホールディングスが株式会社ブルーバードと合併し

た場合には、当社とその合併会社の株式会社ＫＥホールディングス(具体的には、株式会

社ＫＥホールディングスと株式会社ブルーバードとの合併会社)の合併比率は、必然と変

更されることとなります。その合併比率につきましては、ただ今精査中であります。合併

比率を含めた精査中の事項につきましては、適宜適切にお知らせしていく次第です。しか

しながら、当社と致しましては、当社と親会社である株式会社ＫＥホールディングスとの

合併比率が変わることなどを鑑みまして、合併比率の再検討を行う他、当社および当社の

株主にとりまして不利益とならないための対応を慎重に検討していく次第です。  

 

  今回のお知らせは、平成 19 年 9 月 21 日開催予定の株式会社ＫＥホールディングスおよ

び株式会社ブルーバードの臨時株主総会において、合併契約が承認可決されることを条件

としております。そして、その合併の正式な実施が決定された際には、改めて株主様およ

び一般投資家の方々に対しまして、その内容および当社としての対応につきまして、お知

らせ申し上げます。何卒、皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。 

以上 

Chapman Services 
Corp 

 [外国法人] 

 
BERNARD HOLDINGS CORP 

HUCKLEBERRY LIMITED 
[外国法人] 

 
㈱ＫＥホールディングス 

 
㈱ブルーバード 

100% 

90.64% 

9.36%

100% 

合併 

比率 1:1 

大島ファミリー 


