
平成 18 年 12 月 4 日 

各位 

ギガスケーズデンキ株式会社 

（コード番号 8282 東証市場第一部） 

代表取締役社長 加藤 修一 

問い合せ先：取締役秘書室長 橋本 順四郎 

電話 029-226-2794 

 

株式会社デンコードー 

（コード番号 8290 ＪＡＳＤＡＱ） 

代表取締役社長 井上 元延 

問い合せ先：取締役管理本部長 井上 公延 

電話 022-382-8815 

 

ギガスケーズデンキ株式会社及び株式会社デンコードーの株式交換による事業統合に係る 

基本合意書締結のお知らせ 

 

 平成 18 年 12 月 4 日、ギガスケーズデンキ株式会社（以下「ギガスケーズデンキ」）と株式会社デ

ンコードー（以下「デンコードー」）とは、同日開催のそれぞれの取締役会において、株式交換によ

る事業統合に関する基本合意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。 

 

記 

1. 事業統合の目的 

現在の家電小売業界は、全国規模での大手量販店同士の競争が激化し、プレーヤーの淘汰・

寡占化が進む経営環境におかれています。両社は、互いの経営理念に共感し、また長年築き上

げてきた顧客基盤及びこれを支える人材を高く評価しております。今後とも、互いに対する信頼関

係に立脚し、競争を勝ち抜きながら更なる成長を遂げ、お客様本位の家電量販店チェーンとして

業界で確固とした地位を築くべく、両社対等の精神での事業統合を行うことで合意いたしました。 

現在、ギガスケーズデンキは、関東、東北、東海、近畿、中四国を拠点としてグループで全国に

241 店（直営 177 店、FC64 店）*1 を展開し、また、デンコードーは、東北エリアを中心に、114 店を

展開しております。本件により、両社の経営資源及びノウハウの融合を通じて、競争力を更に高め、

家電小売業界において強力なポジションを目指してまいります。 

両社は、ギガスケーズデンキが完全親会社、デンコードーが完全子会社となる株式交換方式で

の事業統合の検討を行います。 

 

(注)*1 その他PCデポFC店、アウトレット店及び携帯専門店等があります。 



 

 

2. 株式交換の条件等 

 (1) 株式交換の日程（予定） 

平成 18 年 12 月 4 日  両社基本合意書承認取締役会及び基本合意書締結 

平成 19 年 1 月（目処） 両社株式交換契約書承認取締役会 

    両社株式交換契約書締結 

平成 19 年 2 月（目処）      両社株式交換契約書承認臨時株主総会 

平成 19 年 4 月 1 日  株式交換の日（効力発生日） 

平成 19 年 5 月 20 日  株券交付日 

 

 (2) 株式交換比率 

 ギガスケーズデンキ 

（完全親会社） 

デンコードー 

（完全子会社） 

株式交換比率 １ ０．３５ 

 

① 株式の割当比率 

デンコードーの普通株式１株に対して、ギガスケーズデンキの普通株式 0.35 株を割当交

付いたします。但し、ギガスケーズデンキが保有するデンコードーの普通株式（575,000

株）については割当を行いません。 

② 株式交換比率の算定根拠 

ギガスケーズデンキは、スパークス証券株式会社（以下「スパークス証券」）を、デンコード

ーは、大和証券SMBC株式会社（以下「大和証券 SMBC」）をそれぞれ第三者機関として

選定して株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果をもとに両社協議のうえ、上記の

通り株式交換比率について合意いたしました。 

③ 第三者機関による算定方法及び算定根拠 

スパークス証券は、市場株価平均法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー（DCF）法によ

る分析の結果を総合的に勘案して比率算定を行っております。 

大和証券 SMBC は、市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法による分析を

実施し、その結果を総合的に勘案して株式交換比率を算定いたしました。 

④ 株式交換により発行するギガスケーズデンキの新株数 

普通株式  4,905,010 株 

 

 



3. 株式交換の当事会社（単独）の概要（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

(1) 商号 ギガスケーズデンキ株式会社 
（完全親会社） 

株式会社デンコードー 
（完全子会社） 

(2) 事業内容 家庭電化商品、情報通信機器等の
販売 

家庭電化商品、情報通信商品及び
ゲームソフト・CD・DVD 等エンタテイ
メント商品の販売 

(3) 設立年月日 昭和 48 年 9 月 昭和 40 年 8 月 

(4) 本店所在地 茨城県水戸市柳町 宮城県仙台市宮城野区榴岡 

(5) 代表者 代表取締役社長 加藤 修一 代表取締役社長 井上 元延 

(6) 資本金 12,306 百万円 2,866 百万円    

(7) 発行済株式総数 44,687 千株 14,589 千株    

(8) 純資産 69,434 百万円 20,248 百万円    

(9) 総資産 110,382 百万円 43,964 百万円    

(10) 決算期 3 月 3 月 

(11) 従業員数 1,283 名 1,001 名    

(12) 主要取引先 ソニーマーケティング株式会社 
松下コンシューマーエレクトロニク

ス株式会社 
シャープエレクトロニクスマーケテ

ィング株式会社 
東芝コンシューママーケティング株

式会社 

松下コンシューマーエレクトロニク

ス株式会社     
ソニーマーケティング株式会社 
東芝コンシューママーケティング株

式会社 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東

北 

(13) 大株主及び持株 

比率 

日本マスタートラスト信託 

銀行株式会社(信託口) 10.3%

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(信託口)    9.9%

加藤 修一                6.5%

加藤 幸男                    3.9%

佐藤商事株式会社   3.3%

日本生命保険相互会社 

（特別勘定年金口）             3.2%

有限会社八千代ムセン電機      2.8%

ケーズデンキ従業員持株会      1.9%

ステートストリートバンクアンド 

トラストカンパニー（常任代理人 

株式会社みずほコーポレート 

銀行兜町証券決済業務室）      1.8%

ドレスナーバンクエージー 

フランクフルトエクイティーズ 

カスタマーズアカウント（常任代理人 

株式会社三菱東京UFJ 銀行）    1.7%

井上 元延             7.9%
井上 公延                 6.4%
有限会社井上インベスト      6.2%
デンコードー従業員持株会   6.2%
自社                      5.5%
井上 恵右                 4.7%
ギガスケーズデンキ株式会社  3.7%
井上 万智子               3.2%
有限会社フレックス          3.0%
松田 朝子                 2.9%  

(14) 主要取引銀行 常陽銀行、三菱東京 UFJ 銀行、み
ずほ銀行、三井住友銀行 他 

七十七銀行、みずほ銀行、みちのく
銀行 他 

資本関係 ギガスケーズデンキはデンコードーの議決権の 3.7%を所有
しております。 

人的関係 ありません。 

(15) 当事会社の関係 

取引関係 ありません。 



 

 

4. 最近 3決算期間の業績（連結） 

 ギガスケーズデンキ株式会社 株式会社デンコードー 

決算期 平成 16年 3月 平成 17年 3月 平成 18年 3月 平成 16年 3月 平成 17年 3月 平成 18年 3月

売上高 

（百万円） 

220,000 343,383 399,791 117,037 119,280 118,612

営業利益 

（百万円） 

3,136 1,845 3,914 1,382 1,294 1,524

経常利益 

（百万円） 

6,109 8,070 11,153 3,204 3,205 3,188

当期純利益 

（百万円） 

3,078 4,184 5,749 1,562 1,673 1,330

1 株当たり 

当期純利益 

（円） 

149.44 163.10 161.93 102.09 111.40 89.35

1 株当たり 

配当金（円） 

20.00 20.00 20.00 18.00 18.00 20.00

1 株当たり 

純資産 

（円） 

1,542.67 1,805.54 1,729.33 1,205.67 1,315.88 1,412.41

 

5. 事業統合の推進体制 

両社の事業統合を円滑に推進するために、今後直ちに、事業統合委員会を設置し、両者の事

業統合のための準備を開始致します。 

 

6. 株式交換後の状況 

株式交換後のギガスケーズデンキ株式会社の商号は、株主総会の承認を前提に、「株式会社

ケーズホールディングス」となる予定です。なお、当面の間、グループ名称として、「ケーズ・デンコ

ードーグループ」を用いる予定です。その他については、両社とも従来のとおりです。なお、詳細に

つきましては、平成 19 年 1 月（目処）の株式交換契約書締結後お知らせいたします。 

 

 ※なお、12 月 6 日（水）１３時（於：東京 丸の内トラストタワー）開催予定の株式会社デンコードー

中間決算説明会にギガスケーズデンキ株式会社代表取締役社長 加藤 修一が出席する予

定でおります。 

以上 


