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平成 20 年５月 23 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 ） 

 

 

 

子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）及びこれに伴う商号の変更に関するお知らせ 

 

 

  当社は、平成 20 年５月 23 日開催の取締役会において、平成 20 年８月１日を期日として、

当社の 100％子会社である株式会社ＭＡＧを吸収合併することを決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

〔１〕子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関して 

１. 合併の目的 

当社は、平成 15 年４月１日に不動産鑑定を主事業としている株式会社ＭＡＧ（当

時の商号：株式会社日本アプレイザー）を 100％子会社化し、不動産情報とＩＴを

融合した事業を推進してまいりました。その後、株式会社ＭＡＧは、不動産賃貸保

証システム等のフィービジネスにおいて安定的なキャッシュフローを持つまでに

成長いたしました。 

一方、純粋持株会社である当社の収入は、子会社からの受取配当金等で構成され

ており、豊富な営業キャッシュフローを生まないことから、金融機関からの資金調

達の面で不利であります。この問題を早期に解決するため、当社は、当社グループ

内の中核に位置するまでに発展した、株式会社ＭＡＧを吸収合併することで、事業

持株会社へと転換を図り、株式会社ＭＡＧがこれまでに培ってきたネットワークを

活かした事業を展開することで豊富なキャッシュフローの獲得を果たして、当社グ

ループ内で効率的に資金運用することにより、当社グループ全体の企業価値・株主

価値の向上を目指すものであります。 

 

2. 合併の要旨 

  （１）合併の日程 

     合併契約承認取締役会      平成 20 年５月 23 日 

     合併契約書締結         平成 20 年５月 23 日 

     合併契約承認株主総会      開催いたしません。 



 2

     合併の効力発生日        平成 20 年８月１日（予定） 

      なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第３項に規定する簡易合併で

あり、株式会社ＭＡＧにおいては、同法第 784 条第１項に規定する略式合併であ

るため、それぞれ合併契約承認の株主総会を開催いたしません。 

 

  （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ＭＡＧは解散いたします。 

 

  （３）合併比率 

     株式会社ＭＡＧは当社の 100％出資子会社であることから、合併比率の算定は行

っておりません。また、本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合

併交付金の支払はありません。 

 

  （４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

     株式会社ＭＡＧは新株予約権及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 19 年３月 31 日現在） 

              

（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ＭＡＧ 

（被合併会社） 

（２）主な事業内容 投資業 不動産の賃貸契約に対する保証

業務 

（３）設立年月日 昭和 50 年８月 26 日 昭和 63 年７月 15 日 

（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 

上田 雅史 

（６）資本金の額 6,109 百万円 401 百万円 

（７）発行済株式総数 33,137,822 株 1,650 株 

（８）純資産 20,061 百万円 1,582 百万円 

（９）総資産 47,220 百万円 3,003 百万円 

（１０）事業年度の末日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（１１）従業員数 17 名（平成 20 年３月 31 日現在） 170名（平成20年３月31日現在）

（１２）主要取引先 － 一般顧客 

（１３）大株主及び 

持株比率 

 

 

㈱ＳＦＣＧ 63.05％ 

㈱ケン・エンタープライズ 

10.46％ 

 

㈱Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス

100％ 



 3

（１４）主要取引銀行 みずほ銀行 

 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

（１５）当事会社の関係 
資本関係 

合併会社は被合併法人の全株式を所有してい

る。 

人的関係 
合併会社の従業員３名が、被合併会社の従業員

として出向している。（平成20年３月31日現在）

取引関係 
合併会社は被合併会社の総務・税務業務等を受

託している。（年間取引金額 1,980 万円） 

 

（１６）最近３決算期間の業績 

                                  （単位：百万円） 

 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス（連結）

（合併会社） 

株式会社ＭＡＧ 

（被合併会社） 

決算期 17 年 3 月期 18年3月期 19年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期

売上高 25,418 35,070 41,398 290 890 2,839

営業利益 2,824 4,812 7,002 183 545 1,437

経常利益 2,537 5,158 6,965 186 543 1,433

当期純利益 2,827 6,779 5,758 107 313 858

１株当た

り当期純

利益（円） 

92.48 204.66 185.51 173,640.29 189,910.12 520,557.73

１株当た

り配当金

（円） 

－ － － 20,760.17 37,400.00 100,000.00

１株当た

り純資産

（円） 

671.76 916.22 939.24 363,330.83 531,587.70 959,300.43

 

〔２〕商号の変更に関して 

  1.  新商号      株式会社ＭＡＧねっと（英文名 ＭＡＧ ＮＥＴ，ＩＮＣ．） 
  2． 変更日      平成 20 年８月１日 

   3. 変更の理由    「Ｔ・ＺＯＮＥ」の名称については、平成 11 年 10 月に、東京

都千代田区に開店したパソコン関連製品の販売店の屋号として

おりますが、当該店舗は平成 15 年８月に分社化し、現在は 100％
子会社である株式会社Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィが営んでおりま

す。本件合併に当たり、今後、当社が事業持株会社として発展す

るためには、「Ｔ・ＺＯＮＥ」の名称を存続させるよりも、「ＭＡ

Ｇ」の名称を活かすことの方が、収益力をより向上させるものと

判断いたしました。 
以上のことを勘案し、株式会社ＭＡＧが運営し約 1,200 社の会

員を持ち認知度がある全国不動産総合検索情報サイトの名称「Ｍ
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ＡＧねっと」に商号変更することにより、個人、法人及び業種を

問わず積極的なアプローチが出来ることから、新規顧客の開拓な

ど収益力を強化し、当社グループの企業価値・株主価値の向上を

目指すためにも有効であると判断いたしました。 
 

〔３〕合併及び商号変更後の状況 

1. 商号       株式会社ＭＡＧねっと 

           ※ 商号については、平成 20 年６月 25 日開催予定の第 33 回

定時株主総会において、「定款の一部変更の件」が承認可

決されることを条件としています。 

2.  主な事業内容   投資業及び不動産の賃貸契約に対する保証業務 

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    6,109 百万円（合併による資本金の変動はありません。） 

6.  総資産      合併による総資産への影響は軽微であります。 

7.  事業年度の末日  ３月３１日 

 

〔４〕今後の見通し 

本合併は、当社の 100％連結子会社の吸収合併であるため、当社連結業績に与える影

響はありません。なお、今期の単体業績への影響については現在精査中であり、判明し

だいお知らせいたします。  

 

以 上 


