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平成 18 年 3 月 16 日 

各      位 

会 社 名  株式会社 パ  オ 

代表者名  代表取締役社長 阿久津 貴史 

（コード番号 7474 東証第 2 部） 

問合せ先  取締役経理部長  中岡 亮 

（TEL．0836 － 83 － 5511） 

 

親会社等における子会社異動のお知らせ 

 

当社の親会社等にあたる株式会社ジー・コミュニケーションが、本日(平成 18 年 3 月 16 日)開催の取締

役会において、ビーエスエル株式会社（コード番号 3113：東証・名証・大証各二部）との間で常楽酒

造株式会社（以下「常楽酒造」といいます。）の株式の全てを譲り受ける株式譲渡契約を締結するこ

とが決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式の譲り受けの趣旨 

株式会社ジー・コミュニケーションは、学習塾「がんばる学園」を運営する法人を平成 9年 6月に設立

し、現在は持株会社として株式会社ジー・コミュニケーショングループにおいて、「高粋舎」「小樽食堂」

「仙台平禄」「とりあえず吾平」「鈴の屋」「キャッツカフェ」等の外食事業及び個別指導塾「ITTO 個別指

導学院」「がんばる学園」等の教育事業を直営及び FC 展開しており、総店舗数は昨年 1,000 拠点を超えま

した｡ 

また、株式会社ジー・コミュニケーションでは店舗の設計施工業務の内製化を確立しており、特徴のあ

る魅力的な店舗を初期投資や運営コストを低く抑えることで、直営や FC 展開におけるスピード化が可能

となっております。 

常楽酒造は、大正元年熊本において創業し、500 年以上の歴史ある「球磨焼酎」のブランドを有してい

る本格焼酎を製造する酒造会社であります。日本で初めて樫樽貯蔵に成功し、樫樽 800 本、3,300 石とい

う業界有数の貯蔵設備を保有しており、国税局主催の酒類鑑評会において昭和 62 年から平成 13 年まで

15 年連続「優等賞」を受賞し品質には定評があります。 

今後は株式会社ジー・コミュニケーショングループ内に常楽酒造を取り込む事により、特に居酒屋業態

においてシナジー効果が期待できるものと判断し、今回の決議に至りました。 

なお、株式会社ジー・コミュニケーションはビーエスエル株式会社との別途の契約により、株式交換に

よる株式会社モンタボーの完全子会社化することも決議し、お知らせしております。 

 

２．譲り受け株数及び価額 

（１）譲り受け株数 12,200株（100%） 

（２）譲り受け価額 1,050,000,000円 
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３．常楽酒造の概要（平成18年3月16日時点） 

（１）名 称 常楽酒造株式会社 

（２）主な事業内容 酒類(本格球磨焼酎)の製造及び販売 

（３）設 立年月 日 昭和62年2月3日 

（４）本 店所在 地 熊本県球磨郡錦町大字一武2577番地13 

（５）代 表 者 代表取締役 和泉 裕文 

（６）資 本 金 １億円 

（７）従 業 員 数 13名（平成17年3月現在） 

（８）発行済株式総数 12,200 株 

（９）総 資 産 490,622,613 円 （平成 17 年 3 月期） 

（10）自 己 資 本 18,300,419 円 （平成 17 年 3 月期） 

（11）最近事業年度における業績の動向 

 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 

売上高 306,389 千円  406,754 千円  

経常利益 11,552 千円  16,028 千円  

当期純利益 3,113 千円  △278,254 千円  

（12）株式会社ジー・コミュニケーションと常楽酒造との関係 

資本関係 該当事項なし 

人的関係 該当事項なし 

取引関係 該当事項なし 

 

４．日程 

平成18年3月16日 株式会社ジー・コミュニケーション取締役会 

平成18年3月16日 株式譲渡契約締結 

 

５．今後の見通し 

株式の譲り受けにより、常楽酒造は株式会社ジー・コミュニケーションの完全子会社となり連結対象会

社となります。なお、これに伴う今期事業計画及び業績見通しは現在策定中であります。 

なお、店舗数の変化はありませんが株式会社ジー・コミュニケーショングループの店舗数を下記にまと

めました。 

■事業別店舗数 

 合計 直営 ＦＣ 

教育事業 694校       72校       622校     

外食事業 403店       243店       160店  

その他 2店       2店       

合計 1,099店       317店       782店     

  （注）１. 店舗数は平成18年3月10日現在の数字に基づいております。 

以   上 
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【別添資料・ジー・コミュニケーション会社概要】 

本店所在地 名古屋市北区黒川本通5丁目12番地の3  

代表者の役職・氏名 代表取締役会長 稲吉 正樹 

資本金 18億5,821万円（平成18年3月1日現在） 

主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行（黒川）、三井住友銀行（高円寺） 

大株主及び持株比率 

稲吉 正樹 (85.39%) 

投資事業有限責任組合ｴﾇｱｲｴﾌｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ（1.79%） 

ジャフコＶ１－Ｂ号投資事業有限責任組合（1.65%） 

ＳＭＢＣキャピタル８号投資事業有限責任組合（1.40%） 

ジャフコＶ１－スター投資事業有限責任組合（0.99%） 

稲吉 美智子（0.82%） 

髙橋 仁志（0.82%） 

日本アジア投資株式会社（0.72%） 

ジャフコＶ１－Ａ号投資事業有限責任組合（0.71%） 

株式会社ベンチャーリンク（0.41%） 

主な事業内容 外食事業の運営、学習塾の運営及び店舗デザイン施工業務 

連結子会社 

■株式会社ジー・エデュケーション 

 ITTO個別指導学院、がんばる学園、TOPSの直営及びFC展開 

■株式会社ジー・フード 

 高粋舎、小樽食堂、鈴の屋、信天翁を中心とする多業態の直営及びFC展開 

■株式会社ダイニング企画 

 えん屋、地魚屋を中心とする多業態の直営展開及びFC展開 

■株式会社キャッツ 

 キャッツカフェ、大地のテーブル、サンモリッツを中心とする多業態の直営及びFC

展開 

■株式会社サザン・イート・アイランド 

 美ら風、沖縄高粋舎を中心とする多業態の直営及びFC展開 

■株式会社ハーシーズ 

グループ内外の業態を問わず優良FCに加盟するメガフランチャイジー 

■株式会社ジー・テイスト（JASDAQ：2694） 

 仙台平禄、とりあえず吾平、下駄やを中心とする多業態の直営及びFC展開 

■ジーコムプロデュース株式会社 

 外食事業開発を主としたG.communicationのFC加盟店開発 

■株式会社GCOM静岡 

 静岡県内を主としたG.communicationのエリアフランチャイザー 

■株式会社レストランポスゲートウェイ 

 POSレジ・ASPの開発・販売・コンサルティング 

■株式会社GCOM KOREA 

 韓国国内を主としたエリアフランチャイザー及び貿易事業 
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主な経営成績・財政状態 平成16年5月期（単体） 平成17年5月期(単体) 

売上高 2,324百万円 1,688百万円 

営業利益 122百万円 254百万円 

経常利益 106百万円 262百万円 

当期純利益 32百万円 87百万円 

総資産 2,738百万円 4,140百万円 

株主資本 491百万円 531百万円 

（注） １.資本の額、大株主の欄は平成18年3月1日現在におけるものであります。 

２.大株主の割合（括弧書き）は所有株式数比率であります。 

 

＜参考：最近の株式会社ジー・コミュニケーションの主なＭ＆Ａ実績＞ 

・ 平成16年5月 株式会社鈴庄の発行済全株式を譲受 

・ 平成16年8月 株式会社鈴の屋の発行済全株式を譲受 

・ 平成16年11月 株式会社サンモリッツ設立及び喫茶洋菓子「サンモリッツ」の営業譲受 

・ 平成17年2月 株式会社キャッツの発行済全株式を譲受 

・ 平成17年4月 株式会社サンウェイの発行済全株式を譲受 

・ 平成17年7月 平禄株式会社（JASDAQ：2694）を第三者割当増資引受及び公開買付により 

連結子会社化(51.0%) 

・ 平成17年8月 ゼクー社破産管財人より「とりあえず吾平」事業を平禄株式会社で営業譲受 

・ 平成17年9月 株式会社パオ（東証2部：7474）の株式取得（15.2％）により筆頭株主 

・ 平成17年9月 ナカタケ社破産管財人より「焼肉かるび」「小麦家」店舗の譲受 

・ 平成18年1月 株式会社パオの第三者割当増資引受により持分法適用関連会社化(34.4%) 

・ 平成18年3月 株式会社ハーシーズの発行済全株式を譲受 

・ 平成18年3月 株式会社キューズファクトリーズの発行済全株式譲受(基本合意契約締結) 

社名につきましては、Ｍ＆Ａ当時の社名となっております。 


