
平成 18 年 11 月 22 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  管 理 本 部 長         内田 恒洋 

（TEL．0836 － 83 － 5511） 

 

合併に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 11 月 22 日開催の取締役会において、平成 19 年１月１日を期して、下記のとおり株式

会社サザン・イート・アイランド（以下、「サザン社」といいます）と合併することを決定いたしました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 合併の目的 

当社は、全国展開をしている株式会社ジー・コミュニケーション（以下「ジー社」という）の

子会社として中国地区エリアを中心に、主力業態「長崎ちゃんめん」、中国料理「敦煌」、焼肉専

門店「カルビ大陸」「おむらいす亭」等 157 店舗（内 FC95 店舗）を展開しております。 

一方、サザン社は、ジー・コミュニケーション 100％子会社として関西地区から沖縄地区にかけ

て、「美ら風」、「沖縄高粋舎」等、地方独自のブランドのＦＣ本部運営、またジー・コミュニケー

ショングループ内における飲食部門業態のＦＣ店（1７店舗）の運営をおこなっております。 

共にジー社と親会社とし西日本エリアにおいて展開する両社は、既に互いの経営理念・経営管

理手法を熟知しており、一般的な合併による企業文化の違いによる摩擦を懸念することなく、本

合併により経営の効率化及び経営資源の有効活用が可能となるものと想定されます。 

また、同グループ内において外食部門西日本エリアを統括する会社としての位置づけが明確と

なることにより、同グループ外食各社が有する業態全てを同エリアにおいて直営店として出店す

ることが可能となることに加え、既にジー社グループ外食各社においてＦＣ全国展開をしている

「高粋舎」「小樽食堂」「とりあえず吾平」「キャッツカフェ」等の有力な業態のＦＣエリア本部と

して同エリアにおいてＦＣ事業を展開することが同時に可能となり、当社の事業機会の拡大に大

きく寄与するものと考えられます。 

当社といたしましては本合併を規模の拡大のみならず、西日本エリアを代表する外食企業して

発展をする好機と捉え、創業の理念を忘れることなく継続してお客様に『安心･安全･健康･本物』

の料理・商品の提供を心がけて参ります。 



 

2. 合併の主旨 

（１） 合併の日程 

合併契約承認取締役会 平成 18 年 11 月 22 日 

合併契約締結  平成 18 年 11 月 22 日 

合併契約承認株主総会（サザン社） 平成 18 年 12 月 31 日 

合併期日（効力発生日） 平成 19 年１月１日 

株券交付日  平成 19 年１月上旬 

※会社法 796 条第３項に定める簡易合併の規定により、当社は株主総会の承認を得るこ

となく合併します。 

 

（２） 合併方式 

株式会社パオを存続会社とする吸収合併方式で、サザン社は解散いたします。 

 

（３） 合併比率 

会社名 株式会社 パオ 株式会社 ｻｻﾞﾝ･ｲｰﾄ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ

合併比率 1 116

（注） 1.株式の割当比率 

 サザン社の株式１株に対して、当社の株式 116 株を割当て交付する。 

 

 2.合併比率の算定根拠 

のぞみ合同会計社（大阪市北区西天満６丁目１番２号）を第三者機関として算定を依

頼し、その算定結果を参考にして当社およびサザン社で協議の上、上記合併比率を決

定しました。 

※当社およびサザン社と、のぞみ合同会計社とは利害関係はありません。 

 

 3.第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

のぞみ合同会計社は、市場株価方式および純資産方式およびディスカウントキャッシ

ュフロー方式を用い、これらの分析結果を総合的に勘案して、当社およびサザン社は

上記合併比率を決定しております。 

 

 4.合併により発行する新株式数等 

 普通株式 812,000 株 

 

（４） 会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当し、のれんは発生しません。 



 

3. 合併当事会社の概要 

（１）商号 株式会社 パオ 

（合併会社） 

株式会社 サザン･イート･アイランド 

（被合併会社） 

（２）事業内容 外食事業の運営 

■ 長崎ちゃんめん、敦煌、 

 カルビ大陸、おむらいす亭等 

外食事業の運営 

■美ら風、沖縄高粋舎等 

（３）設立年月日 昭和 41 年５月 23 日 平成 14 年 12 月９日 

（４）本店所在地 山口県山陽小野田市大字西高泊字

烏帽子岩沖 676 番地９の１ 

神戸市中央区山本通五丁目 10 番 36 号 

（５）代表者 代表取締役社長 阿久津貴史 代表取締役社長 清水健 

（６）資本金 17 億 1,500 万円 ３億 5,000 万円     （注） 

（７）発行済株式総数 10,980,000 株 7,000 株        （注） 

（８）純資産 1,853,229 千円 299,148 千円      （注） 

（９）総資産 4,896,081 千円 707,253 千円      （注） 

（10）決算期 ３月期 ５月期 

（11）従業員数 142 名 53 名 

（12）大株主及び持株 

   比率 
（平成 18 年 9月 30 日 

 現在） 

㈱ｼﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ   52.2％ 

Oak キャピタル㈱  7.6％ 

パオ取引先持株会  3.5％ 

山口銀行      1.8％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ信託    1.3％ 

日本生命保険    1.1％ 

㈱生活考房     1.1％ 

パオ従業員持株会  1.0％ 

安田幸正      0.9％ 

ｱﾘｱｹｼﾞｬﾊﾟﾝ     0.9％ 

㈱ｼﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ   100.0％ 

（13）主要取引先 ㈱トーホー、㈱朝日ミート 

㈱協食 

㈱万屋、㈱マルト水谷、㈱クラハシ 

高瀬物産㈱ 

（14）主要取引銀行 山口、西京、西日本ｼﾃｨ、 

三菱東京 UFJ 

三井住友銀行 

資本関係 なし 

人的関係 なし 
（15）当事会社の 

   関係 
取引関係 なし 

（注）平成 18 年 5 月 31 日現在 

 

（16）最近３決算期間の業績       〔単位：千円〕 

 株式会社 パオ 

（合併会社） 

株式会社 サザン･イート･アイランド 

（被合併会社） 

決算期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期

売上高 6,109,645 5,567,380 5,391,082 293,011 788,398 981,579

営業利益 101,584 22,721 78,187 △7,514 23,226 888

経常利益 33,713 △70,401 △11,948 △8,020 22,356 △3,568

当期純利益 △513,906 △182,127 △809,142 △26,249 △13,559 △37,291
1 株当たり 

当期純利益(円) 
△98.07 △34.76 △145.22 △8,749.66 △4,519.66 △5,327.28

1 株当たり 

配当金(円) 
0.00 0.00 0.00  

1 株当たり 

純資産(円) 
147.10 112.82 45.89 41,250.00 45,480.00 42,735.42

 

 



4. 合併後の状況 

（１） 商号  株式会社 パオ 

（２） 事業内容  外食事業の運営他 

（３） 本店所在地 山口県山陽小野田市大字西高泊字烏帽子岩沖 676 番地９の１ 

（４） 代表者  代表取締役社長 阿久津貴史 

（５） 資本金  17 億 1,500 万円 

（６） 総資産  56 億 325 万円 

（７） 決算期  ３月期 

（８） 業績に与える影響 

当社は平成 18 年 11 月 16 日付にて平成 19 年 3 月期（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年３

月 31 日）における単体の通期業績予想を下記のとおり修正しております。当該予想に

はサザン社との合併はふまえております。合併による影響は、売上高 300 百万円、経常

利益 10 百万円、当期純利益 20 百万円を見込んでおります。 

 

 平成 19 年３月期通期予想 

売上高    5,600 百万円 

経常利益     350 百万円 

当期純利益     250 百万円 

 

 

以  上 


