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組織再編計画に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、当社、及び当社の完全子会社である株式会社Ｔ＆Ｃ FI ホー

ルディングス（以下「FI ホールディングス」）とその完全子会社である株式会社Ｔ＆Ｃフィナンシャル

リサーチ（以下「フィナンシャルリサーチ」）並びに株式会社Ｔ＆Ｃフィナンシャルテクノロジーズ（以

下「フィナンシャルテクノロジーズ」）の４社を合併等の方法によりグループの組織を再編する計画を

決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、組織再編の詳細につきましては、決

定し次第速やかに開示いたします。 
 

記 
 
１  グループ再編の目的 
 投資情報提供市場は、世界においては投資のグローバル化や分散化の進展による情報ニーズの高ま

りを受け順調に拡大しておりますが、国内においては情報の選別や金融機関のコスト削減から業界内

の競争は激化しており、投資情報提供各社では、コンテンツ力の強化による他社との差別化が重要課

題となっております。 
 このような環境下、当社グループにおいては、国際分散投資に役立つクオリティーの高い投資情報

を、投資家のニーズにあわせてよりタイムリーに提供すること、および金融機関等法人顧客の投資情

報に対するニーズを的確に収集・分析し、ユーザーフレンドリーなプラットフォームを構築するソリ

ューション提供事業を行って参りました。 
 しかしながら、業績につきましては、リーマン・ショックを発端とした金融機関のコスト削減や、

市場の低迷を背景とした個人投資家の市場離れ等により、低迷を余儀なくされている状況です。 
 当社グループとしましては、かかる状況を改善し、急激な市場環境の変化にも対応しやすくするた

め、既存のサプライ・チェーンを見直し、組織再編を行うことと致しました。 
 具体的には、フィナンシャルリサーチ、フィナンシャルテクノロジーズの各社の機能・役割を再編

成し、日本株、中国株、為替･国際金融情報を中心とした既存の主力投資情報の開発・作成から販売･

提供・アフターサービスまでを一貫して行う新たな総合投資情報提供会社に統合いたします。また、

FI ホールディングスを当社と統合するとともに、フィナンシャルテクノロジーズのシステム部門を当

社が引継ぎます。 
 この再編により、既存の投資情報提供事業を引継ぎ収益力の改善を図っていく総合投資情報提供会

社と、今後の成長戦略の要となる ETF 投資情報に特化し、さらに派生する事業へも参入していく T&C 
XTF Japan（現マルコポーロ XTF Japan から商号変更予定）が、各々の事業を管理･運営していくこ

とで事業ごとの独立採算を目指すとともに、責任の明確化を図ってまいります。 
 

２  グループ再編の方法（予定） 
 グループ会社再編の方法は、以下を予定しております。 

(1) 現状の投資情報提供会社、フィナンシャルリサーチ、フィナンシャルテクノロジーズを合併

等の手法を利用して、総合投資情報提供会社（商号未定）に再編いたします。 
(2) （1）と同日付けで、当社と FＩホールディングスとを合併等の手法を用いて、統合します。 



(3) （1）と同日付けで、当社とフィナンシャルテクノロジーズのシステム部門を事業譲渡・転

籍等の手法を用いて、統合します。 
 

マルコポーロXTF Japan T&Cフィナンシャルリサーチ T&Cフィナンシャル

テクノロジーズ

T&C Financial Research USA

T&C FI ホールディングス

T&Cホールディングス（再編前）

 
 

T&C XTF Japan 総合投資情報提供会社

T&C Financial Research USA

T&Cホールディングス（再編後）

 

 
３  新会社の業務概要 

・投資情報（日本株情報、中国株情報、為替・国際金融情報）の開発・作成・配信 

・法人向け投資情報の提供・販売 

・個人向け投資サイトの運営 

・個人向け投資情報誌の発行 

 
４  新会社の役員（予定） 

代表取締役 田中 茂樹 

取締役  野田 和弘 

取締役   井上 勇 

取締役  袋 浩行 

 

（参考）T&C XTF Japan 

代表取締役 太田 直樹 

取締役  井上 勇 

取締役   松本 貞子 

 



５  当事会社の概要（平成 22 年 11 月 30 日） 

 存続会社 存続会社 

(1) 商号 (株)Ｔ＆Ｃホールディングス (株)Ｔ＆Ｃフィナンシャルリサーチ

(2) 本店所在地 東京都港区 東京都港区 

(3) 代表者の役職･氏名 
代表取締役 

田中 茂樹 

代表取締役 

吉田 恒 

(4) 事業内容 持株会社事業 投資情報提供事業 
(5) 設立年月日 平成 13 年 8月 13 日 平成 11 年 12 月 8 日 

(6) 資本金の額 819 百万円 80 百万円 

(7) 発行済株式総数 20,708 株 1,280 株 

(8) 純資産 838 百万円 8 百万円 

(9) 総資産 1,761 百万円 93 百万円 

(10) 決算期 11 月 30 日 11 月 30 日 

(11) 大株主及び持株比率 
(株)Ｔ＆Ｃ FI ホールディングス

100％ 

(株)Ｔ＆Ｃ FI ホールディングス

100％ 

 

 消滅会社 消滅会社 

(1) 商号 (株)Ｔ＆ＣFI ホールディングス 
(株)Ｔ＆Ｃ 

フィナンシャルテクノロジーズ 

(2) 本店所在地 東京都港区 東京都港区 

(3) 代表者の役職･氏名 
代表取締役 

田中 茂樹 

代表取締役 

井上 勇 

(4) 事業内容 持株会社事業 投資情報提供事業 
(5) 設立年月日 平成 20 年 12 月 1 日 平成 12 年 7月 13 日 

(6) 資本金の額 63 百万円 30 百万円 

(7) 発行済株式総数 12,600 株 600 株 

(8) 純資産 134 百万円 22 百万円 

(9) 総資産 138 百万円 83 百万円 

(10) 決算期 11 月 30 日 11 月 30 日 

(11) 大株主及び持株比率 
当社 

100％ 

(株)Ｔ＆Ｃ FI ホールディングス  

100％ 

 

６  再編時期 

 再編後組織での事業開始は、平成 23 年 9 月 1日を予定しております。 

 

７  今後の見通し 

 今回の組織再編は、Ｔ＆Ｃグループ内の 100％子会社間の再編であり、連結業績に与える影響は軽微

であると考えております。 

 組織再編の詳細につきましては、決定し次第速やかにお知らせいたします。 

 
以  上 


