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平成 21年４月 28日 

各      位 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

連結子会社の合併及び商号変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 21年４月 28日開催の当社取締役会において、平成 21年６月１日をもって当社連結子

会社である株式会社ポスト・プロダクション・センター（以下「ＰＰＣ」と言う。）と、株式会社 

ＣＲＡＮＫ（以下「ＣＲＡＮＫ」という。）と、株式会社ライトワーク（以下「ライトワーク」と言

う。）が、ＰＰＣを存続会社とする合併を行い、新商号を株式会社 TYO テクニカルランチに変更する

こと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。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．連結子会社の合併について 

１．合併の目的 

当社グループは、中長期経営戦略として掲げた「グループ各社の収益力の強化」を達成すべく、

これまでグループ各社の合併やＭＢＯ等による抜本的な組織再編を推進し、より最適な企業体制を

構築してまいりました。その一環として、本日開催の当社取締役会において、当社コンテンツ・ソ

リューション事業を手掛けるＰＰＣを存続会社、ＣＲＡＮＫ及びライトワークを消滅会社とする３

社合併を行い、新商号を株式会社 TYO テクニカルランチとすることを決議いたしました。 
当社広告映像事業のＴＶ－ＣＭの企画・制作を取り巻く業界環境は、昨今の不況による企業収益

の悪化に伴い、広告主の放送メディアへの支出低減及びＴＶ－ＣＭ制作費削減の動きが加速してお

ります。当社グループはそのような動きに先んじて、ＴＶ－ＣＭの企画・制作を担うグループ各社

の競争力強化のため、映像撮影・照明機材関連業務やポスト・プロダクション業務等を手掛ける当

社コンテンツ・ソリューション事業のグループ内活用を促進することで、これまで制作費の徹底的

な削減に取り組んでまいりました。しかしながら、今後ますますＴＶ－ＣＭ制作費圧縮の動きが強

まることが見込まれる中で、グループ各社の競争力及び利益率維持のためには、コンテンツ・ソ

リューション事業の３社合併により、これまで各社に分散していた業務・資産等を集約する方が、

３社にとっては最適な企業体制であると判断し、この度合併することを決議いたしました。 
今後は、本３社合併に伴う規模の拡大により、グループ内外からの受注強化を図るとともに、徹

底的なコスト削減と業務効率化に努めることで、更なる低原価体質を構築してまいります。 
 

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー 

代表者名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者 

吉田 博昭 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：4358） 

問い合わせ先 取締役 経営戦略本部長 

        上窪 弘晃 

電話番号 03-5434-1586 



 2 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

平成 21年４月 28日   当社取締役会 

平成 21年４月 30日   ＰＰＣ、ＣＲＡＮＫ及びライトワークの臨時株主総会 

平成 21年６月１日    合併効力発生日（予定）               

 

（２）合併方式 

ＰＰＣを存続会社とし、ＣＲＡＮＫ及びライトワークを消滅会社とする吸収合併方式です。 

 

（３）合併比率 

    当社の 100％子会社同士の合併であるため、合併比率の取決めはありません。また、本合併に

よる新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

 

３．合併当事会社の概要 

商号 
㈱ﾎﾟｽﾄ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ 

(存続会社) 

㈱ＣＲＡＮＫ 

（消滅会社） 

㈱ライトワーク 

(消滅会社) 

主な事業内容 
映像ポスト・ 

プロダクション業務等 
映像撮影関連業務等 照明機材関連業務等 

設立年月日 平成２年９月27日 平成８年９月18日 昭和48年10月９日 

本店所在地 
東京都港区南麻布 

四丁目 11番 30号 

東京都港区南麻布 

四丁目 11番 21号 

東京都品川区 

平塚一丁目17番６号 

代表者 
代表取締役 

三隅 研二 

代表取締役 

岡崎 俊彦 

代表取締役 

近藤 直樹 

資本金の額 80,000千円 40,000千円 10,000千円 

発行済株式総数 1,600株 800株 20,000株 

事業年度の末日 ７月末 ７月末 ７月末 

従業員数 48人 12 人 17 人 
大株主及び 

持株比率 

当社（㈱ﾃｨｰ･ﾜｲ･ｵｰ） 

100.0％ 

当社（㈱ﾃｨｰ･ﾜｲ･ｵｰ） 

100.0％ 

当社（㈱ﾃｨｰ･ﾜｲ･ｵｰ） 

100.0％ 

          

４．合併当事会社の最近事業年度における業績の動向               （単位：千円） 

※１．事業年度の末日の変更に伴い、平成 18年 10月１日から平成 19年７月 31日までの 10ヶ月の短

縮決算となっております。 

 ２．平成 19年 10月に当社グループ入りしたため、平成 19年７月期の業績は記載しておりません。 

 

ＰＰＣ ＣＲＡＮＫ ライトワーク  

平成 19年７月期 

※１ 

平成 20年７月期 平成 19年７月期 

※１ 

平成 20年７月期 平成 20年７月期

※２ 

売上高 937,193 1,091,261 275,264 379,732 213,248

営業利益 196,795 191,779 20,985 36,611 9,614

経常利益 197,971 193,484 20,555 35,080 259

当期利益 113,668 108,747 13,977 18,764 △326,364

純資産 286,654 283,401 56,329 63,094 △54,721

総資産 537,327 484,134 148,099 173,207 323,973
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５．合併後の状況 

（１）商号        株式会社 TYO テクニカルランチ 

（２）代表者       代表取締役 権藤 和幸 

（３）本店所在地     東京都港区南麻布四丁目 11番 30号 

（４）主な事業内容    映像ポスト・プロダクション業務、映像撮影及び照明機材関連業務等 

（５）事業年度の末日   ７月末 

（６）資本金の額     80,000 千円 

（７）大株主及び持株比率 当社（㈱ティー・ワイ・オー）100.0％ 

（８）新取締役体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．今後の見通し 

本件により、当社グループのコンテンツ･ソリューション事業において、グループ内外からの受注

強化を図るとともに、徹底的なコスト削減と業務効率化に努めることで、広告映像事業のＴＶ－ＣＭ

の企画・制作を担うグループ各社の競争力の強化を図ってまいります。 

なお、当社 100％子会社間の合併であるため、本件が当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

  

 

 

 

役職名 氏名 略歴 

代表取締役 権藤 和幸 当社取締役 

ＰＰＣ取締役 

ＣＲＡＮＫ取締役 

ライトワーク取締役 

取締役 岡崎 俊彦 ＣＲＡＮＫ代表取締役 

 近藤 直樹 ライトワーク代表取締役 

 寺田 亜紀  

非常勤取締役 三隅 研二 PPC代表取締役 
ＣＲＡＮＫ取締役 
ライトワーク取締役 

 飯田 浩一 当社取締役 

㈱TYO Administration代表取締役 

ＰＰＣ取締役 

ライトワーク取締役 

 蛯原 潤 当社取締役 

㈱ＴＹＯプロダクションズ代表取締役 

ＰＰＣ取締役 

 田内 健弥 ㈱エムワンプロダクション代表取締役 

ＰＰＣ取締役 

 川森 貴樹 ＣＲＡＮＫ取締役 

 小幡 清久 ＰＰＣ取締役 

ライトワーク監査役 

監査役 松田 秀次郎 当社監査役 

ＣＲＡＮＫ監査役 
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Ⅱ．連結子会社の商号変更 

 １．当該連結子会社の名称等 

  （１）株式会社ポスト･プロダクション・センター 

   ①商号     株式会社ポスト・プロダクション・センター 

②本店所在地  東京都港区南麻布四丁目 11 番 30 号 
③代表者    代表取締役  三隅 研二 
 

（２）株式会社ＣＲＡＮＫ 
①商号     株式会社ＣＲＡＮＫ 
②本店所在地  東京都港区南麻布四丁目11番21号 
③代表者      代表取締役  岡崎 俊彦 

 

（３）株式会社ライトワーク 
①商号     株式会社ライトワーク 
②本店所在地  東京都品川区平塚一丁目17番６号 
③代表者      代表取締役  近藤 直樹 

 

２．新商号    株式会社TYOテクニカルランチ 

 

３．商号変更の理由 

   上述の「Ⅰ．連結子会社の合併について １．合併の目的」に記載の通りであります。 

 

 ４．変更日     平成 21年６月１日 

 

 

 

   

   以 上 


