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連結子会社の売却を目的とした基本合意の締結に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 24 年 8 月 14 日開催の取締役会において、連結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、リサーチ社）を、SHANGHAI GREAT WISDOM CO., LTD. （以

下、SGW 社）に売却することを目的とした基本合意を締結し、今後、正式な株式譲渡契約の締結

に向けた協議を開始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. 異動の理由 
 金融危機の影響が長期化し、世界の金融市場は不安定な状況が続いております。中でも国内

資本市場の停滞は顕著で低迷状態にあります。こうした影響を受け、当社グループの投資情報

提供事業は売上の減少が続いている環境下、当社では、業界再編、グローバル企業との提携を

模索してまいりました。 
一方、2011 年 1 月に上海市場に上場した SGW 社は、上場を機に投資情報提供事業のグロー

バル展開をめざし、そのスタートとして日本市場の調査を進めておりました。 
両社のこうした意向が一致し、両社のサービス向上に有効であると判断し、当社が保有するリ

サーチ社の株式全部をSGW社に売却する方針を決定いたしました。 
 さらに、当社の厳しい財務状況や監理銘柄に割り当てられている現状においては、リサ

ーチ社が営む金融情報提供という公共性の高い事業の継続性を確かなものにし、安心して

サービスをご利用いただくことを重視し、加えて、当社グループが事業を継続していくた

めには、早期の資金調達を行うことが最善の選択であると判断いたしました。 
なお、当社グループは、今後は ETF 関連事業に特化して投資情報提供事業をグローバル展開

してまいります。 
 

2. 異動の方法 
当社は、平成 24 年 10 月 31 日を目処に、当社連結子会社であるリサーチ社の株式全部を

SHANGHAI GREAT WISDOM CO., LTD. に売却する予定です。 



 
3. 異動する子会社の概要 

（1）商号 株式会社 T&C フィナンシャルリサーチ 
（2）本店所在地 東京都港区芝浦一丁目 12 番 3 号 
（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 田中 茂樹 
（4）事業内容 金融情報提供事業 
（5）資本金の額 80 百万円 
（6）設立年月日 1999 年 12 月 8 日 
（7）大株主及び持株比率 株式会社 T&C ホールディングス（当社）100％ 

資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 
人的関係 当社役員 2 名が同社取締役に、1 名が監査役に就

任しております。 
取引関係 当社は同社に対し、経営管理を行っております。

（8）上場会社と当該会社と

の関係等 

関連当事者へ

の該当状況 
同社の銀行借入に対し、当社役員 2 名が連帯保証

を行っております。 
（9）当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態             （百万円） 

決算期 平成 21 年 11 月期 平成 22 年 11 月期 平成 23 年 11 月期 
純資産 99 8 △27
総資産 177 93 102
1 株当り純資産（円） 77,926 6,683 △21,527
売上高 453 400 357
営業利益 △30 △22 △42
経常利益 △28 △68 △41
当期純利益 △16 △91 △43
1 株当り当期純利益（円） △13,092 △71,242 △33,857
1 株当り配当金（円） － － －

 
4. 株式譲渡の相手先の概要 

（1）商号 SHANGHAI GREAT WISDOM CO., LTD. 
上海大智慧股份有限公司 

（2）本店所在地 Pudong New Area Shanghai, China 
（3）代表者の役職・氏名 Chairman/President   Zhang Changhong 
（4）事業内容 金融情報提供事業 
（5）資本金の額 1,390 百万人民元 
（6）設立年月日 2000 年 12 月 14 日 
（7）純資産 3,359 百万人民元（2012 年 3 月末） 
（8）総資産 3,228 百万人民元（2012 年 3 月末） 
（9）大株主及び持株比率 Zhang Changhong 55.58％ 

資本関係 該当事項はありません。 
人的関係 該当事項はありません。 
取引関係 該当事項はありません。 

（10）上場会社と当該会社

との関係等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 
 



 
5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 1,280 株 
（議決権の数: 1,280 個） 
（所有割合: 100％） 

（2）譲渡株式数 1,280 株 
（議決権の数: 1,280 個） 

（3）異動後の所有株式数 －株 
（議決権の数: －個） 
（所有割合: －％） 

（4）譲渡価額及び算定根拠 現在交渉中であるため確定しておりません。 
確定次第、速やかにお知らせいたします。 

 
6. 日程 

（1）基本合意書締結 平成 24 年 8 月 14 日 
（2）株式譲渡契約締結 平成 24 年 9 月 30 日予定 

 
7. 今後の見通し 

本件異動のリサーチ社は当社の特定子会社であることから、平成 24 年 11 月期の当社連結業

績に影響を与えることが見込まれますが、詳細については現在精査中であります。 
 

以 上 


