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平成 29 年２月 27 日 

各 位 

会 社 名 九 州 電 力 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 瓜生 道明 

（コード：9508 東証第一部、福証） 

                           問合せ先  

グループ経営戦略グループ長 粟津 善文  

ＴＥＬ．  (０９２)７６１－３０３１ 

 

株式交換（簡易・略式）による連結子会社（九州林産株式会社及び九電産業株式会社）の 

完全子会社化に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年４月１日を効力発生日として当社を株式交換完全親会社、当社の連結子会社で

ある九州林産株式会社（以下、「九州林産」）及び九電産業株式会社（以下、「九電産業」）を株式交

換完全子会社とする株式交換(以下、｢本株式交換｣)について、それぞれ両社との協議を進め、平成

29 年２月 27 日開催の取締役会において、本株式交換による九州林産及び九電産業の完全子会社化を

決議し、本日、それぞれ両社と株式交換契約書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。 

本株式交換は、連結子会社を対象とする簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して

開示しております。 

 

１ 本株式交換の目的 

当社は、グループ経営の機動性を高め、さらなるグループ経営体制の強化を図ることを目的

として、九州林産及び九電産業を完全子会社化することといたします。 

 

２ 本株式交換の要旨 

(1) 本株式交換の日程 

本株式交換契約書締結取締役会決議日 

（当社、九州林産及び九電産業） 
平成 29 年２月 27 日 

本株式交換契約書締結日（当社、九州林産及び九電産業） 平成 29 年２月 27 日 

本株式交換の実施予定日（効力発生日） 平成 29 年４月 １日（予定）

（注１）当社は、会社法第 796 条第２項の規定に基づく「簡易株式交換」の手続きにより、株

主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。 

（注２）九州林産及び九電産業は、会社法第 784 条第１項の規定に基づく「略式株式交換」

の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。 

（注３）上記の日程は、本株式交換手続きの進行に応じ必要があるときは、両社の合意により

変更する場合があります。 

 

 (2) 本株式交換の方式 

当社を株式交換完全親会社、九州林産及び九電産業を株式交換完全子会社とする株式交換 

です。 
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(3) 本株式交換に係る割当ての内容 

 a.九州林産との株式交換に係る割当比率 

会社名 
当社 

（株式交換完全親会社） 

九州林産 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当ての

内容 
１ 0.2 

本株式交換により交付する

株式数 
当社普通株式：420 株（予定） 

   （注１）株式の割当比率 

       九州林産の普通株式１株に対して、当社の普通株式 0.2 株を割当て交付します。ただ

し、当社が保有する九州林産の普通株式 4,897,900 株については、本株式交換によ

る割当ては行いません。また、上記の割当比率は、算定の基礎となる諸条件に重大

な変更が生じた場合は、両社協議の上、変更することがあります。 

   （注２）本株式交換により交付する株式数 

       当社は、本株式交換により当社の普通株式 420 株を交付する予定ですが、交付する当

社普通株式は当社が保有する自己株式を充当し、新株の発行は行わない予定です。 

 

ｂ.九電産業との株式交換に係る割当比率 

会社名 
当社 

（株式交換完全親会社） 

九電産業 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当ての

内容 
１ 18.5 

本株式交換により交付する

株式数 
当社普通株式：16,650 株（予定） 

   （注１）株式の割当比率 

       九電産業の普通株式１株に対して、当社の普通株式 18.5 株を割当て交付します。た

だし、当社が保有する九電産業の普通株式 234,500 株については、本株式交換によ

る割当ては行いません。また、上記の割当比率は、算定の基礎となる諸条件に重大

な変更が生じた場合は、両社協議の上、変更することがあります。 

   （注２）本株式交換により交付する株式数 

       当社は、本株式交換により当社の普通株式 16,650 株を交付する予定ですが、交付す

る当社普通株式は当社が保有する自己株式を充当し、新株の発行は行わない予定で

す。 

 

 (4) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

  ① 算定の基礎及び経緯 

     本株式交換に用いられる割当比率の公正性を確保するために、当社、九州林産及び九電産業

から独立した第三者算定機関に株式価値の算定を依頼することとし、矢加部公認会計士事務所

を第三者算定機関として選定しました。 

矢加部公認会計士事務所は、当社については、当社の普通株式が東京証券取引所に上場さ

れていることから市場株価法を採用し、非上場会社である九州林産及び九電産業については、

ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下、｢ＤＣＦ法｣)及び時価純資産法を採用し

て株式価値を算定しております。 
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  ａ 当社株式の評価額 

    (ａ) １株あたりの評価額 1,189 円 

    (ｂ) 算定根拠 

      当社は、証券取引所に株式が上場されており、市場で株式が売買されておりますので、

第三者の取引金額である価額が最も合理的な評価額と考え、平成 29 年 1 月 20 日を基準日

として、平成 28 年 10 月 21 日から平成 29 年１月 20 日までの直近３か月間の終値を出来高

加重平均し、算定しました。 

  ｂ 九州林産株式の評価額 

      (ａ) １株あたりの評価額（算定基準日：平成 28 年 3月 31 日） 

評価方法 １株あたりの評価額 

 ＤＣＦ法 120～140 円 

 時価純資産法 260～320 円 

レンジ 

120～320 円 

中央値 

220 円 

  (ｂ) 算定根拠 

    九州林産は、株式が上場されておりませんので、市場での売買価額は存在しません。よ

って、ＤＣＦ法及び時価純資産法を採用し、レンジの中央値を評価額としました。 

    ｃ 九電産業株式の評価額 

    (ａ) １株あたりの評価額(算定基準日：平成 28 年３月 31 日) 

評価方法 １株あたりの評価額 

 ＤＣＦ法 14,000～18,000 円 

 時価純資産法 24,000～30,000 円 

レンジ 

14,000～30,000 円 

中央値 

22,000 円 

(ｂ) 算定根拠 

    九電産業は、株式が上場されておりませんので、市場での売買価額は存在しません。よ

って、ＤＣＦ法及び時価純資産法を採用し、レンジの中央値を評価額としました。 
 

当社、九州林産及び九電産業は、第三者算定機関から提出された算定結果を参考にして、慎

重に協議した結果、本株式交換における割当比率について決定いたしました。 

なお、割当比率の算定の前提として、当社、九州林産及び九電産業が大幅な増減益になるこ

とや資産・負債の金額が直近の財務諸表に比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。 

 

② 算定機関との関係 

     矢加部公認会計士事務所は、当社、九州林産及び九電産業の関連当事者には該当せず、本

株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

     

 (5) 株式交換完全子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 

    九州林産及び九電産業は、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 本株式交換の当事会社の概要（平成 28 年３月 31 日現在） 

(1) 株式交換完全親会社 

(1)名称 九州電力株式会社 

(2)所在地 福岡市中央区渡辺通二丁目１番 82 号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 瓜生 道明 

(4)事業内容 電気事業 等 

(5)資本金 237,304 百万円 

(6)設立年月日 昭和 26 年５月１日 

(7)発行済株式数 474,184,951 株 
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(8)決算期 ３月 31 日 

(9)従業員数 11,110 名（単体） 

(10)大株主及び持株比率 

明治安田生命保険(相)              4.83％ 

日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)   4.46％ 

日本生命保険（相）               3.11％ 

(11)最近３年間の経営成績及び財政状態（連結） 

決算期 平成 26 年 3月期 平成 27 年 3月期 平成 28 年 3月期

純資産（百万円） 494,232 450,990 499,903

総資産（百万円） 4,549,852 4,784,735 4,748,237

１株当たり純資産（円） 1,005.42 692.52 787.01

売上高（百万円） 1,791,152 1,873,467 1,835,692

営業利益（百万円） ▲95,821 ▲43,314 120,256

経常利益（百万円） ▲131,449 ▲73,693 90,916

当期純利益（百万円） ▲96,096 ▲114,695 73,499

１株当たり当期純利益（円） ▲203.19 ▲242.38 155.17

１株当たり配当金（円）※ － － 5

   ※普通株式 

 

 (2) 株式交換完全子会社 

a.九州林産 

(1)名称 九州林産株式会社 

(2)所在地 福岡市南区野間三丁目７番 20 号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 古賀 稔久 

(4)事業内容 発電所等の緑化工事業務 等 

(5)資本金 490 百万円 

(6)設立年月日 昭和 24 年３月 30 日 

(7)発行済株式数 4,900,000 株 

(8)決算期 ３月 31 日 

(9)従業員数 87 名（単体） 

(10)大株主及び持株比率 
九州電力（株）                 99.96％ 

（株）電気ビル                 0.04％ 

(11)最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成 26 年 3月期 平成 27 年 3月期 平成 28 年 3月期

純資産（百万円） 1,122 1,155 1,137

総資産（百万円） 2,235 2,492 2,299

１株当たり純資産（円） 229.18 235.75 232.19

売上高（百万円） 2,283 3,158 2,725

営業利益（百万円） ▲101 109 77

経常利益（百万円） ▲87 152 136

当期純利益（百万円） ▲198 31 83

１株当たり当期純利益（円） ▲40.44 6.42 17.06

１株当たり配当金（円） 10.20 20.40 0

 

 



 - 5 - 

b.九電産業 

(1)名称 九電産業株式会社 

(2)所在地 福岡市中央区渡辺通二丁目１番 82 号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 吉迫 徹（平成 28年 6 月就任） 

(4)事業内容 発電所の環境保全関連業務 等 

(5)資本金 117 百万円 

(6)設立年月日 昭和 28 年５月 11 日 

(7)発行済株式数 235,400 株 

(8)決算期 ３月 31 日 

(9)従業員数 1,105 名（単体） 

(10)大株主及び持株比率 
九州電力（株）                               99.62％

（株）電気ビル                                 0.38％ 

(11)最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決算期 平成 26 年 3月期 平成 27 年 3月期 平成 28 年 3月期

純資産（百万円） 7,011 7,525 5,742

総資産（百万円） 11,986 12,473 10,802

１株当たり純資産（円） 29,785.48 31,970.16 24,396.13

売上高（百万円） 20,357 21,578 21,964

営業利益（百万円） ▲352 390 275

経常利益（百万円） ▲74 593 976

当期純利益（百万円） ▲92 274 721

１株当たり当期純利益（円） ▲393.01 1,166.58 3,064.74

１株当たり配当金（円） 1,650.00 9,090,91 513.84

 

４ 本株式交換後の株式交換完全親会社の状況 

本株式交換による商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期について変更はあ

りません。 

 

５ 今後の見通し 

九州林産及び九電産業は、既に当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社連結業

績への影響は軽微であります。 

 

  （参考）当社連結業績予想(平成 29 年１月 30 日公表分)及び前期連結実績     （百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に 
帰属する 
当期純利益 

当期連結業績予想 

(平成 29 年３月期) 
1,810,000 100,000 75,000 60,000

前期連結業績 

(平成 28 年３月期) 
1,835,692 120,256 90,916 73,499

 

以 上 


