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平成 20 年７月９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  山村 友幸 

（TEL 03－5643－0620 ） 

 

 

 

簡易株式交換による株式会社バックオフィスサービスの 

完全子会社化に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年７月 30 日を期日として、当社の大株主

である株式会社ケン・エンタープライズの 100％子会社株会会社バックオフィスサービス（以

下、「ＢＯＳ」といいます。）を簡易株式交換により、完全子会社化することを決議し、同日

付で株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

ＢＯＳは、集金代行、小口現金出納及び給与計算等の各種業務代行を主力事業としていま

すが、今後は業務の合理化・効率化を図り、更なる収益力の向上を目指しております。 

一方、当社は、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ＭＡ

Ｇ（以下、ＭＡＧといいます。）を吸収合併し、純粋持株会社から事業持株会社への転換を

進めております。本株式交換は、当社及び当社グループ全体とＢＯＳとが連携することによ

り、集金業務を一括集中させることができ、業務の合理化・効率化を進めることを企図して

おります。既に、ＭＡＧと当社の 100％子会社である株式会社Ｊファクターは、ＢＯＳに集

金代行を委託しており、同社を完全子会社化し当社を含めたグループ全体の集金業務をＢＯ

Ｓに一元的に委託することで、集金業務に係る費用のコストダウンを図り、ひいては当社グ

ループ全体の企業価値を向上させるものであります。 

なお、本株式交換において、当社の役員である上田雅史、及び山村友幸がＢＯＳの取締役、

及び監査役を兼務している関係から、双方の取締役会において、決議に加わらず、利益相反

を回避する措置をとっております。 

 
2. 株式交換の条件等 

  （１）株式交換の日程 

平成 20 年７月 ９日（水） 株式交換契約承認取締役会（当社及びＢＯＳ） 

平成 20 年７月 ９日（水） 株式交換契約締結 

平成 20 年 7 月 25 日（金） 株式交換契約承認臨時株主総会（ＢＯＳ） 
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平成 20 年７月 30 日（水） 株式交換期日（効力発生日） 

平成 20 年８月下旬 株券交付日 

 

   （注）株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスは、会社法第 796 条第３項の規定に基

づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより、本株式交換を

行います。 

 

  （２）株式交換比率に係る割当の内容 

 

 

  

 

      

（注）株式の交換比率 

     1.ＢＯＳの株式一株につき、当社の株式 4,510.54 株を交付します。なお、前記

株式交換比率は算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議

の上、変更することがあります。 

     2.株式交換により発行する新株式数等 

      普通株式 1,353,162 株  

当社は、新株式の発行を行わず、自社で保有する自己株式 1,353,162 株を本株

式交換による株式の割当てに充当いたします。 

（平成 20 年７月９日現在の発行済株式数に占める割合：4.08％） 

 

  （３）株式交換比率の算定根拠等 

     ①算定の基礎及び経緯 

      本株式交換の株式交換比率の公平性・妥協性を確保するため、当社及びＢＯＳ

は、城山共同会計事務所を、上記交換比率算定に当たっての第三者機関として選

定いたしました。 

      城山共同会計事務所は、当社については、ジャスダック証券取引所に上場して

いる株式であることから、その評価額は市場価額が最も合理性があると考え、 

     市場における株価による算定を行いました。 

      一方、ＢＯＳは非公開の企業であり、また、本格的に営業を再開して間もない

状況にあることを勘案し、会社の成長を踏まえた上で収益方式により評価をする、

ＤＣＦ法により算定を行いました。 

      上記、算定結果に基づき、当社の 1株当たり株式価値を１とした場合の株式交

換比率を下記のように算定いたしました。 

 

 

  

 

      当社の株式価値については、当社の普通株式がジャスダック証券取引所に上場

し、市場価格が存在することから、市場株価を参照することとし、平成 20 年 6

会 社 名 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス

（完全親会社） 

株式会社バックオフィスサービス

（完全子会社） 

株式交換

比  率 

1 4,510.54 

項 目 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス 株式会社バックオフィスサービス

株価（円） 741 3,342,307 

比 率 1 4,510.54 
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月9日から平成20年 6月 13日までの５営業日における終値の平均値により株式

評価額を 741 円と評価いたしました。 

      ＢＯＳの株式価値については、ＢＯＳの利益計画を基準としＤＣＦ法により、

3,342,307 円と評価いたしました。 

      なお、株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、

両社協議の上、変更することがあります。 

 

     ②算定機関との関係 

      算定機関である城山共同会計事務所は、当社及びＢＯＳの関連当事者には該当

しません。 

 

  （４）完全子会社となる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 

     該当事項はありません。 

 

3. 株式交換の当事会社の概要  
                             （平成20年３月31日現在） 
（１）商号 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス

（完全親会社） 
株式会社バックオフィスサービス

（完全子会社） 

（２）主な事業内容 投資業、子会社管理業 集金代行業務及び事務代行業務 

（３）設立年月日 昭和 50 年８月 26 日 平成 13 年１月 25 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堀留町一丁
目５番７号 

（５）代表者 代表取締役社長 
吉田 直樹 

代表取締役社長  
壱岐尾 悟 

（６）資本金の額 6,109 百万円 15 百万円 

（７）発行済株式総数 33,137,822 株 300 株 

（８）純資産 12,733 百万円 14 百万円 

（９）総資産 34,655 百万円 9 百万円 

（10）事業年度の末日 ３月 31 日 12 月 31 日 

（11）従業員数 14 名 10 名 

（12）主要取引先 － 株式会社ＡＣＣ 

（13）大株主及び 
持株比率 

㈱ＳＦＣＧ 41.28％ 
㈱ケン・エンタープライズ 
10.46％ 

㈱ケン・エンタープライズ
100％ 

（14）主要取引銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 

（15）当事会社の関係 資本関係 該当事項はございません。 

人的関係 当社の取締役２名がＢＯＳの取締役、及び監査
役を兼務しております。 

取引関係 
業務委託契約（小口の入出金）が年間 12 万円ご
ざいます。 

（※）ＢＯＳの概要の（８）（９）につきましては、平成 19 年 12 月 31 日現在の数値になり

ます。 

（※）ＢＯＳの代表取締役社長である壱岐尾 悟氏は平成 20 年４月１日開催のＢＯＳの臨

時株主総会において、取締役に選任され、同日開催されたＢＯＳの取締役会にて代表取

締役社長に選任されました。 
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（１６）最近３事業年度の業績 

（単位：百万円）           （単位：円） 

 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス（連結）

（完全親会社） 

株式会社バックオフィスサービス 

（完全子会社） 

決算期 18 年 3 月期 19年3月期 20年3月期 17 年 12 月期 18 年 12 月期 19 年 12 月期

 

売上高 35,070 41,398 48,792 0 0 4,542,037

営業利益 4,812 7,002 10,129 0 0 3,908,958

経常利益 5,158 6,965 9,517 105 1,097 3,704,897

当期純利益 6,779 5,758 6,206 101 1,043 3,701,728

１株当た

り当期純

利益（円） 

204.66 185.51 247.48 0.34 3.48 12,339.09

１株当た

り配当金

（円） 

－ － － － － － 

１株当た

り純資産

（円） 

916.22 939.24 815.47 35,744.20 35,747.68 48,086.23

（※）ＢＯＳは、設立後、業務を一時休止しておりましたが、平成 19 年 11 月より業務を再

開しております。 

 

4.株式交換後の完全親会社の状況 

（１）商号       株式会社ＭＡＧねっと 

（平成 20 年８月 1日 株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングスより商号変更） 

（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 

（６）総資産      株式交換による総資産への影響は軽微であります。 

（７） 純資産      株式交換による純資産への影響は軽微であります。 

（８）事業年度の末日  ３月 31 日 

 

5.今後の見通し 

 当社及び当社グループ全体の集金業務を一括集中させることができ、業務の合理化・効率

化が見込まれるものの、当社の業績に与える影響は今のところ軽微であると認識しておりま

すが、開示すべき事項が発生いたしましたら、直ちに開示いたします。 

以 上 



【利益計画】

２年目 ３年目 ４年目 ５年目

2008年1月～4月 2008年5月～12月 2009年12月期 2010年12月期 2011年12月期 2012年12月期

売上高（千円） 39,813 74,000 162,000 202,800 268,800 324,000
売上総利益　（千円） 39,813 68,820 150,660 190,630 249,980 301,320
経常利益（千円） 32,772 46,820 90,660 118,130 153,980 203,320
法人税等（千円） 6 19,807 38,350 49,970 65,130 86,000
当期利益（千円） 32,766 27,013 52,310 68,160 88,850 117,320

(*)2008年5月よりの8ヶ月 （千円）

【経営計画】

　株式会社バックオフィスサービスは、多くの企業様・個人事業主様の経費削減・業務効率化・利益拡大等のSolution 

Providerとして平成13年1月に設立後、一時休止を致しておりましたが、平成19年11月より業務を再開しております。

近年、一般企業における社内の事務業務は給与計算、請求書の発行、支払、集金、メール発送などの事務処理のた

めに人員を確保することが経費削減の支障になっており、それを解決するための業務代行業者が多く設立されており

ます。この流れの中、株式会社バックオフィスサービスは、主力事業とする集金代行及び事務代行を柱として、上記の

2012年までの5ヵ年の利益計画を作成致しております。また、利益計画内には含めてはおりませんが、支払代行につ

いても今後の注力業務と位置付けております。

1.集金代行

　集金代行については、利用事業者様の取引先への請求から集金までを一貫して行っており、現在約100件の事業者

にご利用頂いております。この業務からの売上は1,156万円（平成20年1月より4月迄の4ヶ月間）となっており、売上の

29.0％を占めております。平成20年1月の集金代行業務スタート後より順調に利用事業者数は増加致しており、更に、

株式会社T・ZONEホールディングス及びそのグループ全体と連携することにより、新規利用事業者の獲得を推進して

参ります。これにより、各事業年度毎の売上高は前年比約160％の増加を見込んでおります。

2.事務代行

　事務代行については売上高2,816万円（平成20年1月より4月迄の4ヶ月間）となっており、売上の70.7％を占めており

ます。業務としては中古車査定会社の受付窓口、及び一般事務代行業務を行っておりますが、今後は、集金代行業

務と同様に株式会社T・ZONEホールディングスグループとの連携により、新規利用事業者の獲得を推進致します。こ

れにより、各事業年度毎の売上高は前年比100～110％の増加を見込んでおります。

（別添）

株式会社バックオフィスサービス　経営計画について

１年目(*)


