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平成27年１月30日 

各 位 

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 長野 成晃  

 （コード：3731 東証マザーズ） 

問い合せ先 人 事 法 務 部  法 務 広 報 課 

 （ T E L： 0 2 2 - 7 2 2 - 0 3 3 3）  

 

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）および子会社における 

債務免除益の計上に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年１月 30 日付開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式

会社京王ズ Seed 及び株式会社レジャー・ワン（以下、これらの会社を併せて「本子会社ら」

といいます。）の２社を下記のとおり吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを

決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、本合併は当社 100％出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、

開示事項及びその内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

１．合併の目的 

本子会社らのうち、主に株式会社京王ズ Seed はソーシャルアプリの開発事業等、株式

会社レジャー・ワンは飲食事業等を営んでおりましたが、現在、事業活動を休止してい

る状態にあります。 

今般、本子会社らを整理、統合することにより、当社の子会社管理業務及び本子会社

らの維持費用等の削減を図るとともに、当社グループ内の経営効率化を実現することを

目的として、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併を行うことにいたしました。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

   合併決議取締役会       平成27年１月30日 

   合併契約締結         平成27年１月30日 

   合併の予定日（効力発生日）  平成27年４月１日 

   （注）本合併は、会社法第 784 条第１項に定める略式吸収合併及び同法第 796 条

第３項に定める簡易合併によるため、当社及び本子会社らにおいて合併契

約承認株主総会を開催いたしません。 

（２）合併方法 

    当社を吸収合併存続会社とし、本子会社らを吸収合併消滅会社とする吸収合併

方式であり、本合併により本子会社らは全て解散いたします。 

    なお、本子会社らは債務超過でありますが、本合併に先立ち、当社が本子会社
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らに対して有する債権を放棄し、本子会社らにおいては債務免除益 298 百万円を

計上することによって債務超過状態を解消したのちに本合併を完了させることを

予定しているため、簡易合併手続を採用することにいたしました。 

（３）合併に係る割当ての内容 

    当社の完全子会社との間の合併であるため、本合併による新株式の発行及び合

併交付金の支払いは行いません。 

（４）合併に伴う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．合併当事会社の概要 

    存続会社 

(１) 名称 株式会社京王ズホールディングス

(２) 本店所在地 宮城県仙台市青葉区中央二丁目２番 10 号 

(３) 代表者の役職・氏名 

（平成 26年 12月 12日現在） 
代表取締役 長野 成晃 

(４) 事業内容 子会社管理、不動産事業等 

(５)  資本金の額 11 億 9,908 万 6,004 円 

(６)  設立年月日 平成５年 12 月 16 日 

(７) 発行済株式総数 561 万 4,600 株 

(８)  決算期 

(平成 26 年７月 29 日現在) 
平成 27 年３月期 

(９)  従業員数 404 名（連結） 

(10)  大株主及び持株比率 

(平成 26 年９月 30 日現在) 

 

株式会社光通信 

株式会社 SBI 証券 

間嶋 伸治 

日本証券金融株式会社 

崔 建忠 

78.107% 

0.936% 

0.284% 

0.235% 

0.208% 

(11) 直前事業年度の経営成績及び財政状態（連結） 

 純資産 2,309 百万円（連結）

 総資産 5,041 百万円（連結）

 １株あたり純資産 450.73 円（連結）

 売上高 15,112 百万円（連結）

 営業利益 296 百万円（連結）

 経常利益 295 百万円（連結）

 当期純利益 55 百万円（連結）

 １株当たり当期純利益 10.15 円（連結）

(注) 百万円単位で表示する金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

(注) 当社に関する概要は、別段の注記がない限り、平成 25 年 10 月 31 日現在の情報をもとに記載しております。 
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 消滅会社 消滅会社 

(１) 名称 株式会社京王ズ Seed 株式会社レジャー・ワン 

(２) 本店所在地 宮城県仙台市青葉区中央二丁目２番 10 号 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目 10番 11号

(３) 代表者の役職・氏名 

（平成 27 年１月１日現在） 
代表取締役 長野 成晃 代表取締役 長野 成晃 

(４) 事業内容 ソーシャルアプリ開発事業等 飲食店事業 

(５)  資本金の額 1,000 万円 100 万円 

(６)  設立年月日 平成 22 年４月 22 日 平成 19 年９月 20 日 

(７) 発行済株式総数 200 株 2,000 株 

(８)  決算期 

(平成 26 年７月 29 日現在) 
平成 27 年３月期 平成 27 年３月期 

(９)  従業員数 ０名（単体） ０名（単体） 

(10)  大株主及び持株比率 株式会社京王ズホールディングス 100％ 株式会社京王ズホールディングス 100％

(11) 直前事業年度の経営成績及び財政状態（単体） 

 純資産 △48 百万円（単体） △209 百万円（単体）

 総資産 ０百万円（単体） 36 百万円（単体）

 １株あたり純資産 △240,172.93 円（単体） △104,986.42 円（単体）

 売上高 －百万円（単体） ２百万円（単体）

 営業利益 △０百万円（単体） △10 百万円（単体）

 経常利益 △０百万円（単体） △11 百万円（単体）

 当期純利益 △０百万円（単体） △15 百万円（単体）

 １株当たり当期純利益 △456.16 円（単体） △7,568.97 円（単体）

(注)  百万円単位で表示する金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

(注) 株式会社京王ズ Seed に関する概要は、別段の注記がない限り、平成 25 年 10 月 31 日現在の方法をもとに記載し

ております。 

(注)  株式会社レジャー・ワンに関する概要は、別段の注記がない限り、平成 25 年 12 月 31 日現在の情報をもとに記載

しております。 

４．合併後の状況 

   本合併後の当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及

び決算期に変更はありません。 

 

５．今後の見通し 

  ① 本合併は当社の完全子会社との間で行う合併であるため、売上高・営業利益・

経常利益に与える影響は軽微でございます。 

② 当社の見込債権放棄額につきましては、貸倒引当金を計上済みであるため、当

該債権放棄が今期の当社の業績に与える影響も軽微でございます。 
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（参考情報） 

当期連結業績予想（平成 26 年 11 月 14 日公表分）、当４四半期連結実績及び前期連結実績 

  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり

当期純利益

当期業績予想 

（平成 27 年３月期通期） 
19,000 百万円 240 百万円 230 百万円 △285 百万円 △51.85 円

当第４四半期連結実績 

（平成 27 年３月期） 
14,306 百万円 74 百万円 55 百万円   △328 百万円 △59.71 円

前期実績 

(平成25年10月期通期) 
15,112 百万円 374 百万円 348 百万円 42 百万円 ７.66 円

(注)  当期は、平成 25 年 11 月から平成 27 年３月までの 17 か月間になります。 

(注) 当第４四半期連結実績に関する情報は、平成 25 年 11 月から平成 26 年 10 月までの累計期間（当社

の従来の 10 月期決算に相当）の情報に基づいて表記しております。 

(注) 前期実績は平成 24 年 11 月から平成 25 年 10 月までの 12 か月となります。 

以上 


