
 

平成28年３月10日 

各 位 

会 社 名 株式会社岩手銀行 

代 表 者 名 代表取締役頭取 田口 幸雄 

コード番号 8345 東証第一部 

問 合 せ 先 総合企画部長 佐々木 泰司 

 

持分法適用関連会社３社の子会社化並びに簡易株式交換による株式会社いわぎんディーシーカード 

及び株式会社いわぎんクレジットサービスの完全子会社化に関する基本合意書締結のお知らせ 

 

株式会社岩手銀行（以下「当行」又は「岩手銀行」といいます。）は、本日、持分法適用関連会社である、

いわぎんリース・データ株式会社（以下「いわぎんリース・データ」といいます。）、株式会社いわぎんディー

シーカード（以下「いわぎんディーシーカード」といいます。）及び株式会社いわぎんクレジットサービス（以

下「いわぎんクレジットサービス」といいます。）（以下「グループ３社」といいます。）を子会社化するこ

とを取締役会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。 

これにより当行は、グループ３社の株主総会の承認及び関係当局の認可等を前提に、平成28年４月１日以降、

グループ３社の株式を他の株主から取得（以下「本株式取得」といいます。）して子会社化するとともに、い

わぎんディーシーカードといわぎんクレジットサービスの２社（以下「完全子会社化対象２社」といいます。）

については、平成28年６月30日を効力発生日として、岩手銀行を株式交換完全親会社、完全子会社化対象２社

を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うこととし、本日、当行及び

グループ３社の間で基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）を締結いたしました。 

このうち、本株式交換につきましては、当行については、会社法第796条第２項の規定に基づく簡易株式交

換の手続により株主総会による承認を受けずに、完全子会社化対象２社については、平成28年６月24日開催予

定の株主総会において本株式交換の承認を得た上で、平成28年６月30日を効力発生日として行う予定です。 

なお、本株式交換は、当行にとっては簡易株式交換であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示して

おります。 

記 

１．本株式取得及び本株式交換の目的 

平成28年4月にスタートする当行の新中期経営計画に向けて、当行グループの経営資源を一層有効かつ効

率的に活用することでシナジー効果の最大化を実現し、さらなるグループ経営の迅速化と効率化を図ってい

くことを目的として、グループ３社を子会社化し、そのうち完全子会社化対象２社を完全子会社化すること

といたしました。 

２．本株式取得の要旨 

（１）取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

 いわぎん 

リース・データ 

いわぎん 

ディーシーカード 

いわぎん 

クレジットサービス 

異動前の所有株式数 普通株式 3,000株 普通株式 20株 普通株式 20株 

1



（議決権の数 3,000個）

（議決権所有割合5.0％）

（議決権の数 20個） 

（議決権所有割合5.0％） 

（議決権の数 20個） 

（議決権所有割合5.0％）

取得する株式数 普通株式 54,800株 普通株式 280株 普通株式 280株 

取得価額 1,808百万円 827百万円 638百万円 

異動後の所有株式数 

 

普通株式 57,800株 

（議決権の数 57,800個）

（議決権所有割合96.3％）

注１、２ 

普通株式 300株 

（議決権の数 300個） 

（議決権所有割合75.0％）

注１、２ 

普通株式 300株 

（議決権の数 300個） 

（議決権所有割合75.0％）

注１、２ 

注１．グループ３社においては、平成28年３月23日開催予定の臨時株主総会における承認を得ることを前

提として、平成28年４月１日以降、一部株主からの自己株式取得を行う予定であります。 

注２．当行は、グループ３社が取得した自己株式につきまして、平成28年５月17日までに第三者割当によ

る引受（以下「本第三者割当引受」といいます。）を行うとともに、グループ３社の株主から各社株

式を金銭により取得する予定であります。 

注３．上記の取得する株式数には、本第三者割当引受により取得する予定の株数を含めております。 

注４．取得価額のうち、アドバイザリー費用等につきましては、現時点で確定しておりません。 

注５．上記の取得する株式数、取得金額等は、本株式取得に係る手続進行上の必要性その他の事由によっ

て必要となる場合には、当行及びグループ３社が協議し合意の上、変更されることがあります。 

（２）本株式取得の日程 

本基本合意書締結に係る取締役会決議日（当行及びグループ３社） 平成28年３月10日 

本基本合意書締結日（当行及びグループ３社） 平成28年３月10日 

自己株式取得に係る臨時株主総会（グループ３社） 平成28年３月23日（予定） 

本株式取得に係る取締役会決議日（当行） 平成28年４月21日（予定） 

本株式取得に係る契約締結日 平成28年５月17日（予定） 

本株式取得日 平成28年５月17日（予定） 

注．上記日程は、本株式取得に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、当行

及びグループ３社が協議し合意の上、変更されることがあります。 

３．本株式交換の要旨 

（１）本株式交換の日程 

本基本合意書締結に係る取締役会決議日（当行及びグループ３社） 平成28年３月10日 

本基本合意書締結日（当行及びグループ３社） 平成28年３月10日 

株式交換契約締結に係る取締役会決議日（当行及び完全子会社化対象２社） 平成28年５月18日（予定） 

株式交換契約締結日（当行及び完全子会社化対象２社） 平成28年５月18日（予定） 

本株式交換承認株主総会開催日（完全子会社化対象２社） 平成28年６月24日（予定） 

本株式交換の効力発生日 平成28年６月30日（予定） 

注１．本株式交換は、会社法第796条第２項の規定に基づき、岩手銀行の株主総会の承認を要しない場合（簡

易株式交換）に該当します。 

注２．上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、当

行及び完全子会社化対象２社が協議し合意の上、変更されることがあります。 

（２）本株式交換の方式 

岩手銀行を株式交換完全親会社、完全子会社化対象２社を株式交換完全子会社とする株式交換となりま

す。なお、本株式交換は、岩手銀行については会社法第796条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続
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により岩手銀行の株主総会の承認を得ることなく行います。完全子会社化対象２社については、平成28年

６月24日に開催予定の株主総会にて承認を得た上で行う予定です。 

（３）本株式交換に係る割当ての内容及びその根拠等 

本株式交換に係る株式交換比率の決定にあたっては、公正性・妥当性を期すため、岩手銀行はデロイト 

トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社を、また完全子会社化対象２社は南青山ＦＡＳ株

式会社を、株式交換比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定のうえ、本株式交換に用いら

れる株式交換比率の算定を依頼しており、詳細が決定次第、お知らせいたします。 

４．子会社化するグループ３社及び本株式交換の当事会社の概要 

（１）株式を取得する親会社及び株式交換完全親会社   

① 名称 株式会社 岩手銀行 

② 所在地 岩手県盛岡市中央通一丁目２番３号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役頭取 田口 幸雄 

④ 事業内容 銀行業 

⑤ 資本金 12,089百万円 

⑥ 設立年月日 昭和７年５月２日 

⑦ 発行済株式数 18,497,786株 

⑧ 決算期 ３月31日 

⑨ 大株主及び持株比率

（議決権比率） 

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS 

INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

岩手県企業局 

岩手県 

4.84％

4.01％

3.95％

3.44％

3.24％

⑩ 当事会社間の関係  

 資本関係 当行はいわぎんリース・データの普通株式3,000株、いわぎんディーシーカードの

普通株式20株、いわぎんクレジットサービスの普通株式20株を保有しております。

 人的関係 当行の取締役２名がいわぎんリース・データの取締役及び監査役に、当行の取締

役１名がいわぎんディーシーカードの監査役に、当行の取締役１名がいわぎんク

レジットサービスの監査役に、それぞれ就任しております。 

 取引関係 当行はグループ３社との間に通常の営業取引による預金及び貸出取引がありま

す。また、いわぎんリース・データとの間に電算機処理等の委託契約及びリース

契約等、いわぎんディーシーカード及びいわぎんクレジットサービスとの間に住

宅ローン、カードローン等の信用保証業務に係る取引等があります。 

 関連当事者への該

当状況 

いわぎんリース・データ、いわぎんディーシーカード、いわぎんクレジットサー

ビスは、いずれも当行の関連会社であり、相互に関連当事者に該当します。 

⑪最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 

総資産（百万円） 3,506,949 3,518,339 3,545,706

純資産（百万円） 167,423 171,508 192,144

１株当たり純資産（円） 9,118.39 9,654.13 10,814.05

経常収益（百万円） 45,199 46,358 44,392

経常利益（百万円） 11,489 12,866 11,185

当期純利益（百万円） 6,382 7,664 7,338

１株当たり当期純利益（円） 347.58 426.34 413.24
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（２）子会社化する持分法適用関連会社 

① 名称 いわぎんリース・データ株式会社 

② 所在地 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目５番31号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 帷子 利明 

④ 事業内容 電算機による処理受託業務、リース業務等 

⑤ 資本金 30百万円 

⑥ 設立年月日 昭和47年４月１日 

⑦ 発行済株式数 60,000株 

⑧ 決算期 ３月31日 

⑨ 大株主及び持株比率 

（議決権比率） 

三菱ＵＦＪリース株式会社      14.5％ 

日本電気株式会社          14.2％ 

明治安田生命保険相互会社      10.0％ 

株式会社いわぎんディーシーカード  10.0％ 

株式会社いわぎんクレジットサービス 10.0％ 

⑩ 当事会社間の関係  

 資本関係 当行は、いわぎんリース・データの発行済普通株式3,000株を保有し、いわぎん

リース・データは、当行の発行済普通株式30,000株を保有しております。 

 人的関係 当行の取締役２名がいわぎんリース・データの取締役及び監査役に就任してお

ります。 

 取引関係 当行との間に通常の営業取引による預金及び貸出取引、電算処理受託業務に係

る取引、リース取引等があります。 

 関連当事者への 

該当状況 

いわぎんリース・データは、当行の関連会社であり、相互に関連当事者に該当

します。 

⑪ 最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 

総資産（百万円） 9,165 9,919 9,372

純資産（百万円） 3,002 3,148 3,220

１株当たり純資産（円） 50,035 52,477 53,674

売上高（百万円） 4,232 3,924 3,906

経常利益（百万円） 157 191 155

当期純利益（百万円） 85 130 59

１株当たり当期純利益（円） 1,424 2,182 992

（３）子会社化する持分法適用関連会社（株式交換完全子会社） 

① 名称 株式会社いわぎんディーシーカード 

② 所在地 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目５番31号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 高澤 勇登 

④ 事業内容 クレジットカード業務、信用保証業務等 

⑤ 資本金 20百万円 

⑥ 設立年月日 平成元年８月１日 

⑦ 発行済株式数 400株 

⑧ 決算期 ３月31日 

⑨ 大株主及び持株比率 

（議決権比率） 

岩手地所株式会社        25.0％ 

いわぎんリース・データ株式会社 20.0％ 

共益商事株式会社        20.0％ 

三菱ＵＦＪニコス株式会社    14.8％ 

東京海上日動火災保険株式会社   6.0％ 

⑩ 当事会社間の関係  

 資本関係 当行は、いわぎんディーシーカードの普通株式20株を保有し、いわぎんディー
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シーカードは、当行の発行済普通株式1,600株を保有しております。 

 人的関係 当行の取締役１名がいわぎんディーシーカードの監査役に就任しております。 

 取引関係 当行との間に通常の営業取引による預金取引、カードローン等の信用保証業務

に係る取引があります。 

 関連当事者への 

該当状況 

いわぎんディーシーカードは、当行の関連会社であり、相互に関連当事者に該

当します。 

⑪ 最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 

 

総資産（百万円） 2,456 2,697 2,805

純資産（百万円） 1,894 2,070 2,187

１株当たり純資産（千円） 4,735 5,175 5,467

営業収益（百万円） 681 692 703

経常利益（百万円） 286 270 236

当期純利益（百万円） 240 176 119

１株当たり当期純利益（円） 602,108 442,223 298,391

（４）子会社化する持分法適用関連会社（株式交換完全子会社） 

① 名称 株式会社いわぎんクレジットサービス 

② 所在地 岩手県盛岡市盛岡駅前通14番10－301号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 工藤 和彦  

④ 事業内容 クレジットカード業務、信用保証業務等 

⑤ 資本金 20百万円 

⑥ 設立年月日 平成元年８月１日 

⑦ 発行済株式数 400株 

⑧ 決算期 ３月31日 

⑨ 大株主及び持株比率 

（議決権比率） 

岩手地所株式会社        25.0％ 

いわぎんリース・データ株式会社 20.0％ 

共益商事株式会社        20.0％ 

三井住友カード株式会社     14.0％ 

三井住友海上火災保険株式会社   6.0％ 

⑩ 当事会社間の関係  

 資本関係 当行は、いわぎんクレジットサービスの普通株式20株を保有し、いわぎんクレ

ジットサービスは、当行の発行済普通株式1,518株を保有しております。 

 人的関係 当行の取締役１名がいわぎんクレジットサービスの監査役に就任しておりま

す。 

 取引関係 当行との間に通常の営業取引による預金取引、住宅ローン等の信用保証業務に

係る取引があります。 

 関連当事者への 

該当状況 

いわぎんクレジットサービスは、当行の関連会社であり、相互に関連当事者に

該当します。 

⑪ 最近３年間の経営成績及び財政状態 

 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 

総資産（百万円） 7,258 7,715 8,102

純資産（百万円） 1,052 1,628 1,791

１株当たり純資産（千円） 2,631 4,071 4,478

営業収益（百万円） 847 869 879

経常利益（百万円） 405 749 197
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当期純利益（百万円） 179 544 98

１株当たり当期純利益（円） 448,800 1,361,204 246,678

５．本株式取得及び本株式交換後の状況 

本株式取得及び本株式交換によるグループ３社の名称、本店所在地、代表者、資本金、決算期についての

変更はありません。 

６．会計処理の概要 

本株式交換及び本株式取得に伴う会計処理は、いずれも企業結合に関する会計基準における「取得」に該

当する見込みです。なお、本株式交換及び本株式取得に伴い、当行の連結財務諸表上、のれん（又は負のの

れん）及び段階取得に係る差損（又は段階取得に係る差益）が発生する見込みです。これらの金額及び会計

処理につきましては、現時点では確定しておりませんが、確定次第、速やかにお知らせいたします。 

７．今後の見通し 

本株式交換及び本株式取得による当行の連結業績予想に与える影響につきましては、詳細が判明次第お知

らせいたします。 

 

＜本件に関するご照会先＞  

 岩手銀行 総合企画部 総合企画グループ 滝沢（019-624-8426）、内海（019-624-8187） 

  主計グループ   菊地（019-624-7002） 
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