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合併契約締結に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成 19 年９月 27 日付で「イー・レヴォリューション株式会社との同社の企業再生

に向けた基本合意等締結、公開買付けの開始、同社第三者割当増資の引受け及び同社との合併

に関するお知らせ」(平成 19 年 10 月４日付で一部訂正済)にてお知らせしましたとおり、本日

開催の取締役会の承認に基づき、株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック市場」

という。）に上場し、株式会社タカラトミーの持分法適用関連会社であったイー・レヴォリュー

ション株式会社（平成 19 年 11 月１日に当社の連結子会社となりました。）（以下「イー・レヴ

ォリューション」という。）と正式に合併契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 本合併に先立ち、イー・レヴォリューションは新設会社分割により全事業を子会社に承継さ

せ、イー・レヴォリューションは持株会社となった上で、当社と合併いたします（当社は消滅

会社となります。）。 

  

合併存続会社の商号は、「プリヴェ ファンド グループ株式会社（以下「プリヴェ ファンド グ

ループ」という。）」に変更する予定です。プリヴェ ファンド グループの役員には当社の役員

10 名（取締役７名、監査役３名）およびイー・レヴォリューションの役員５名（取締役２名、

監査役３名）が就任し、代表取締役社長には松村謙三が就任する予定です。また、本店所在地

は「東京都千代田区霞が関三丁目２番１号」となる予定です。 

平成 19 年 12 月末時点における試算によると、イー・レヴォリューションの発行済株式総数

28,770,000 株に、本合併により当社株主の皆様に割当てられる合併新株 336,349,509 株を加え

ると、プリヴェ ファンド グループの発行済株式総数は 365,119,509 株となる予定です。従っ

て、プリヴェ ファンド グループの発行済株式総数の約 92％が当社株主の皆様で占める予定で

す。 

 

プリヴェ ファンド グループは、引続きジャスダック市場での上場を維持します。 

本合併により、当社株式は、下記の合併比率によりプリヴェ ファンド グループ株式となり、

プリヴェ ファンド グループは引続きジャスダック市場での上場を維持するため、株式の流動

性が維持されます。 

 

なお、プリヴェ ファンド グループは本合併効力発生日（平成20年４月１日予定）からジャ

スダック市場における「新規上場審査基準に準じた審査を受けるための猶予期間」（以下「ジ

ャスダック猶予期間」という。）入り銘柄の指定を受ける見込みです。猶予期間の期限は、合
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併を実行した事業年度末から３年目の日です。よって平成20年４月１日を合併期日とした場合、

平成24年３月31日までの約４年間の猶予期間となる予定です。 

約４年間のジャスダック猶予期間中も、通常通り株式の売買ができます。プリヴェ ファンド 

グループはジャスダック猶予期間入り銘柄から解除されるよう対処する所存であります。 
 

本合併は、当社およびイー・レヴォリューション両社における平成 20 年２月 26 日開催予定

の臨時株主総会の承認を条件としており、今回新たに確定した事項以外の事項については、前

回お知らせしたとおりです。 
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１．本合併の要旨 

(1) 本合併の日程 

合併決議取締役会 平成 20 年１月 28 日 

合併契約書締結  平成 20 年 1 月 28 日 

合併承認臨時株主総会 平成 20 年２月 26 日（予定） 

効力発生日  平成 20 年４月 1 日（予定） 

合併登記  平成 20 年４月 1 日（予定） 

株券交付日  平成 20 年５月中旬 （予定） 

 

(2) 合併方式 

 会社分割により持株会社となったイー・レヴォリューション（合併後に商号を「プリ

ヴェ ファンド グループ株式会社」に変更予定。）を存続会社とする吸収合併であり、

当社は解散します。 

 

(3) 合併比率 

 存続会社 消滅会社 

会社名 

イー・レヴォリューション株式会社

（分割会社） 

平成 20 年 4月 1日に会社分割に伴い

イー・レヴォリューションホールディ

ングス株式会社に商号変更予定 

合併後、プリヴェ ファンド グループ

株式会社に商号変更予定 

プリヴェ企業投資ホールディン

グス株式会社 

合併比率 1 0.695 

※株式の割当比率 ： 当社の株式 1株に対してイー・レヴォリューションの株式 0.695

を割当て交付します。 

 

(4) 合併により発行するイー・レヴォリューションの新株式等 

普通株式 336,349,509 株（予定） 

 

(5) 合併比率の算定根拠等 

① 算定の基礎 

 本合併における合併比率については、当社は第三者算定人である日興コーディアル

証券株式会社（以下「日興」といいます。）に、イー・レヴォリューションは第三者

算定人であるアビーム M&A コンサルティング株式会社（以下「アビーム」といいます。）

に合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として両社間で協議した結果、当社

の普通株式に 1株に対してイー・レヴォリューションの普通株式 0.695 株を交付する

ことといたしました。 

 

② 算定の経緯 

 日興は、当社およびイー・レヴォリューションについて、市場株価法、ディスカウ

ンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF 法」という。）および類似上場企業比

較法による検証を行った結果、イー・レヴォリューションの予想利益等が赤字である

ため利益指標に関する評価を参考とすることができないことから、類似上場企業比較

法は市場価格形成の妥当性を補完する目的のみに用い、最終的に市場株価法および
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DCF 法に基づき合併比率を算定いたしました。 

 市場株価法では、平成 19 年９月 21 日を基準日として、１ヶ月及び３ヶ月の終値平

均値を採用しております。その結果、市場株価法による合併比率は 1：0.549～0.969

と算定いたしました。 

 DCF 法では、当社およびイー・レヴォリューションが将来獲得すると期待されるキ

ャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割引くことにより評価しましたが、イ

ー・レヴォリューション株式については DCF 法による算定結果が０円であったため、

DCF 法による合併比率を算定することは出来ませんでしたが、イー・レヴォリューシ

ョンは市場株価法、当社は DCF 法を採用して評価した合併比率は 1：0.695～1.231 と

算定いたしました 

 日興による合併比率の算定結果の概要は以下のとおりです。 

算定方法 合併比率 

市場株価法 1：0.549～0.969 

DCF 法 ― 

イー・レヴォリューション市場株

価法（1ヶ月平均）：当社 DCF 法 
1：0.877～1.231 

DCF 法と市場株価法 
イー・レヴォリューション市場株

価法（1ヶ月平均）：当社 DCF 法 
1：0.695～0.976 

 なお、日興は、合併比率の算定に際して、当社及びイー・レヴォリューションから

提供を受けた情報及び一般に公開された情報、並びに財務、経済及び市場に関する指

標等を用い、独自の調査・検証等を行っておりません。当社及びイー・レヴォリュー

ションの将来の事業計画や財務予測については現時点における最善の予測と判断に基

づき合理的に作成されていることを前提として作成しております。 

 

 一方アビームは、本合併における算定方法を入念に検討した結果、当社及びイー・

レヴォリューションが上場していることから市場株価法を採用し、当社に関しては、

類似会社比準法を参考にしております。また、多面的な評価を行う観点から、当社及

びイー・レヴォリューションに関して DCF 法、ただし、当社の上場株式等投資事業は

DCF 法ではなく時価純資産法を採用し、合併比率の分析・評価を実施しています。 

 類似会社比準法による評価を当社については実施しましたが、イー・レヴォリュー

ションについては、適切な類似会社が存在しないことから類似会社比準法による評価

は行わず、当社における類似会社比準法による評価額は他の評価方法を検証するため

の参考として位置づけております。 

 市場株価法では、平成 19 年９月 26 日を基準日として、１ヶ月及び３ヶ月の終値平

均値及び VWAP(出来高加重平均価格)を採用しております。その結果、市場株価法によ

る合併比率は 1：0.567～0.910 と算定いたしました。 

 DCF 法ではイー・レヴォリューションについては、将来獲得すると期待されるキャ

ッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割引くことにより評価し、当社について

は、支配権を有する投資であるロジスティックス事業及び産業機器関連事業について

は DCF 法で、上場株式等投資事業については支配を目的としないマイノリティ投資で

あることから、それぞれの上場株式の市場株価を用いた時価純資産法で評価しました。

DCF 法を採用して評価した合併比率は 1：1.962～2.349 と算定いたしました。 

 アビームによる合併比率の算定結果の概要は以下のとおりです。 
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算定方法 合併比率 

市場株価法 1：0.567～0.910 

DCF 法 1：1.962～2.349 

 なお、アビームは、合併比率の算定に際して、当社およびイー・レヴォリューショ

ンから提供を受けた情報および一般に公開された情報、並びに財務、経済及び市場に

関する指標等を用い、独自の調査・検証等を行っておりません。当社およびイー・レ

ヴォリューション対象者の将来の事業計画や財務予測については現時点における最善

の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提として作成しております。 

 

③ 算定機関との関係 

 該当事項はありません。 

 

(6) 当社が発行した新株予約権等 

新株予約権に関する当社の義務は、新株予約権の目的である株式数及び新株予約権行

使時の払込金額につき合併比率に応じた調整をおこなったうえで、イー・レヴォリュー

ションが継承いたします（末尾に添付する参考書類をご参照下さい。）。 

 

(7) 消滅会社株主に対する議決権の付与に関する取扱い 

イー・レヴォリューションは、本合併に際して当社の株主に割当て交付されるイー・

レヴォリューションの普通株式について、会社法第 124 条第 4項の規定に基づき、その

発行のときにおいてイー・レヴォリューションの株主名簿又は実質株主名簿に記載又は

記録された株主をもって、イー・レヴォリューションの平成 20 年 3 月 31 日に終了する

事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めるも

のとします。 

 

 

２．合併当事会社の概要 

平成 19 年３月 31 日現在 

 存続会社 消滅会社 

(1) 商 号 

イー・レヴォリューション株

式会社 

（会社分割に伴い平成 20 年 4

月 1 日にイー・レヴォリュー

ションホールディングス株式

会社に商号変更予定。合併後、

プリヴェ ファンド グループ

株式会社に商号変更予定。） 

プリヴェ企業投資ホールディ

ングス株式会社 

(2) 主 な 事 業 内 容  

カー用品、生活雑貨、家電、

アウトドアスポーツの製商

品販売 

平成 20 年４月１日以降、持

株会社に変更予定 

国内外の会社の株式または出

資を取得、所有すことによる

当該会社の事業活動の支配、

管理 

(3) 設 立 年 月 日 昭和 37 年８月 10 日 平成 15 年８月 29 日 

(4) 本 店 所 在 地 東京都千代田区神田岩本町

２番地 

東京都千代田区霞が関三丁目

２番５号 
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(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 久保亮三 代表取締役社長 松村謙三 

(6) 資 本 金 の 額 1,089 百万円※ 16,865 百万円 

(7) 発 行 済 株 式 総 数 11,134,000 株※ 483,976,283 株 

(8) 純 資 産 591 百万円 36,097 百万円 

(9) 総 資 産 2,139 百万円 97,270 百万円 

(10) 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

(11) 従 業 員 数 連結 102 名、単体 65 名 連結 667 名、単体 31 名 

(12)主 要 取 引 先 

㈱イエローハット 

エンパイア自動車㈱ 

コアーズインターナショナ

ル㈱ 

―  

㈱タカラトミー 14.35% ｹﾝｿﾞｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱ 16.56％

㈲ドリームスオブ D 8.15% KENZO ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

㈱ 

15.19％

落合 正美 4.16% ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ﾖ

ｰ ﾛ ｯ ﾊ ﾟ  ﾘ ﾐ ﾃ ｯ ﾄ ﾞ 

131705 

3.14％

FPF テクノロジー投

資事業組合 

3.76% ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰｱﾝﾄﾞｶﾝ

ﾊﾟﾆ-ｲﾝｸ 

1.15％

(13) 大株主及び持株比率 

システムサービス

㈱ 

3.76% ｻｼﾞｬｯﾌﾟ 1.00％

(14)主 要 取 引 銀 行  

㈱みずほ銀行 

㈱りそな銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

三菱 UFJ 信託銀行㈱ 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱りそな銀行 

住友信託銀行㈱ 

   (15)当事会社間の関係等 

①資 本 関 係 等 

本日現在、当社はイー・レヴォリューションの発行済株式総

数 28,770,000 株のうち 18,441,600 株（64.10％）保有する

親会社です。 

②人 的 関 係  本日現在、該当事項はありません。 

③取 引 関 係  
本日現在、当社はイー・レヴォリューションに 250 百万円の

資金貸付を実施しております。 

④関連当事者への該当状況 本日現在、該当事項はありません。 

※イー・レヴォリューションは、当社を増資引受人として、平成 19 年 11 月 1 日を払込期日

とした増資を実施しております。この結果、イー・レヴォリューションの現在の発行済株

式総数は、28,770,000 株、資本金の額は、1,636 百万円となっております。また、当社に

よる公開買付け及び上記増資により、株主の持株比率は以下のように変化しております。 

平成 19 年 12 月 31 日現在 

大株主及び持株比率 

 

（ イー・レヴォリュ

ーション ） 

プリヴェ企業投資ホールディングス㈱ 

㈲ドリームスオブＤ 

システムサービス株式会社 

㈱ネクストジャパンホールディングス 

㈱タカラトミー 

㈲ＷＩＳＨ 

宮嶋正邦 

64.10%

3.15%

1.45%

1.45%

1.39%

1.39%

0.94%
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※ケンゾー・インベストメント㈱は、平成 19 年６月 29 日にＫＥＮＺＯインベストメント㈱に

商号変更しております。 

 

 

３．合併後の存続会社の状況 

 

（1）商号  プリヴェ ファンド グループ株式会社（予定）  

（2）事業内容  国内外の会社の株式または出資を取得、所有すことによる当該

会社の事業活動の支配、管理 

（3）本店所在地  東京都千代田区霞が関三丁目２番１号（予定） 

（4）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松村 謙三（予定）  

（5）資本金の額  1,636百万円（予定） 

（6）純資産  未定 

（7）総資産  未定 

（8）事業年度の末日  ３月31日 

（9）会計処理の概要  本合併に先立つ公開買付けおよび第三者割当増資の引受けによ

りイー・レヴォリューションは当社の子会社となったため、本

合併は子会社による親会社の吸収合併となります。よって、本

合併は企業結合に係る会計基準上、「共通支配下の取引」に該

当いたします。 

 

 

以 上 
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＜参考書類＞ 

 

イー・レヴォリューション（合併後の商号はプリヴェ ファンド グループ株式会社に変更予定）

が合併に伴い承継する新株予約権の概要 

 

 

Ⅰ プリヴェ ファンド グループ株式会社第４回新株予約権の概要（当社が平成 16 年９月 13

日の臨時株主総会決議に基づき発行した第２回新株予約権の承継の概要） 

 

１.  新株予約権の名称 

プリヴェ ファンド グループ株式会社（以下「会社」という。）第４回新株予約権 

 

２. 新株予約権の数 

19,670 個 

  ただし本合併効力発生日の前日までに行使された当社第２回新株予約権の数を減じるもの

とする（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、695 株とする。ただし下記３に定

める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。）。 

 

３. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

会社普通株式 13,670,650 株 

ただし本合併効力発生日の前日までに行使された当社第２回新株予約権の数に 695 を乗じ

た数を減じるものとする。なお、会社が株式分割または併合を行った場合は、次の算式を

もって調整する。（ただし、調整の結果1株未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。）。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

 

４. 新株予約権の行使に際して払い込みをすべき金額 

新株予約権１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額である 1,799 円に上記２に定

める新株予約権１個の目的たる株式数を乗じた金額とする。 

ただし、上記金額は、会社が①株式の分割または併合を行ったときは、１株当たりの払込

金額は分割または併合の割合に応じて比例的に調整され、また②時価を下回る価格で新株

を発行または自己株式の処分を行ったとき（新株予約権の行使または自己株式移転の場合

を除く。）は、次の算式により、１株当たり払込金額を調整するものとする。なお、調整の

結果、各新株予約権の行使に際して払い込みをすべき金額に１円未満の端数が生じた場合

はこれを切り上げる。 

 

式数新規発行または処分株既発行株式数

の株価新規発行または処分前

または処分価格
払込金額
株当たり

処分株式数
または
新規発行

株式数

既発行

払込金額
株当たり
調整前

払込金額
株当たり
調整後

+

×

+

×=

1

11  

 

（上記算式において、既発行株式数とは、会社の発行済株式数から会社が保有する自己株

式を控除した株式数とする。） 
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５. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年４月 1日から平成 21 年９月 22 日まで（ただし、行使期間の最終日が会社の休業

日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。）。 

 

６. 新株予約権の行使の条件（払込金額及び行使期間を除く。） 

① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、会社ならびにグループ会社の取締

役、監査役、従業員、特別顧問、株主、および法人を含むアドバイザー等であること

を要する。 

② 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続は認めない。ただし、取締役会で承

認した場合はこの限りではない。 

③ その他の条件については、会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。 

 

７. 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件 

① 新株予約権者が、新株予約権の全部または一部につき権利行使ができなくなった場合

は無償で取得する。 

② 上記①以外の取得事由および条件については、会社と新株予約権者との間で締結する

新株予約権割当契約において定めるところによる。 

 

８. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び準備金 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計

算規則第 40 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計

算の結果１円未満の端数が生じたときには、これを切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上

記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と

する。 

 

９. 新株予約権の行使により発生する端株の切捨て 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合にはこれを切り捨てる。 

 

10.払込金融機関 

株式会社三井住友銀行 日比谷支店 

 

 

以上 
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Ⅱ プリヴェ ファンド グループ株式会社第５回新株予約権の概要（当社が平成 17 年６月 29

日の定時株主総会決議に基づき発行した第３回新株予約権の承継の概要） 

 

１. 新株予約権の名称 

プリヴェ ファンド グループ株式会社（以下「会社」という。）第５回新株予約権 

 

２. 新株予約権の数 

47,940 個 

  ただし本合併効力発生日の前日までに行使された当社第３回新株予約権の数を減じるもの

とする（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、695 株とする。ただし下記３に定

める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。）。 

 

３. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

会社普通株式 33,318,300 株 

ただし本合併効力発生日の前日までに行使された当社第３回新株予約権の数に 695 を乗じ

た数を減じるものとする。なお、会社が株式分割または併合を行った場合は、次の算式を

もって調整する。（ただし、調整の結果１株未満の端数が生じたときはこれを四捨五入す

る。）。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

 

４. 新株予約権の行使に際して払い込みをすべき金額 

新株予約権１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額である 447 円に上記２に定め

る新株予約権１個の目的たる株式数を乗じた金額とする。 

ただし、上記金額は、会社が①株式の分割または併合を行ったときは、１株当たりの払込

金額は分割または併合の割合に応じて比例的に調整され、また②時価を下回る価格で新株

を発行または自己株式の処分を行ったとき（新株予約権の行使または自己株式移転の場合

を除く。）は、次の算式により、１株当たり払込金額を調整するものとする。なお、調整の

結果、各新株予約権の行使に際して払い込みをすべき金額に１円未満の端数が生じた場合

はこれを切り上げる。 

式数新規発行または処分株既発行株式数

の株価新規発行または処分前

または処分価格
払込金額
株当たり

処分株式数
または
新規発行

株式数

既発行

払込金額
株当たり
調整前

払込金額
株当たり
調整後

+

×

+

×=

1

11  

 

（上記算式において、既発行株式数とは、会社の発行済株式数から会社が保有する自己株

式を控除した株式数とする。） 

 

５. 新株予約権を行使することができる期間 

平成 20 年４月 1日から平成 23 年４月 25 日まで（ただし、行使期間の最終日が会社の休業

日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。）。 

 

６. 新株予約権の行使の条件（払込金額及び行使期間を除く。） 

① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、会社ならびにグループ会社の取締

役、監査役、特別顧問、または従業員であることを要する。 
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② 新株予約権の譲渡、質入その他の処分および相続は認めない。ただし、取締役会で承

認した場合はこの限りではない。 

③ その他の条件については、会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。 

 

７. 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件 

① 新株予約権者が、新株予約権の全部または一部につき権利行使ができなくなった場合

は無償で取得する。 

② 上記①以外の取得事由および条件については、会社と新株予約権者との間で締結する

新株予約権割当契約において定めるところによる。 

 

８. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び準備金 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計

算規則第 40 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計

算の結果１円未満の端数が生じたときには、これを切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上

記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と

する。 

 

９. 新株予約権の行使により発生する端株の切捨て 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合にはこれを切り捨てる。 

 

10. 払込金融機関 

株式会社三井住友銀行 日比谷支店 

 

以上 
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