
平成 19 年 2 月 26 日 

各      位 

会 社 名  株式会社グローバルアクト 

代表者名  代表取締役社長 矢野 雅己 

（コード番号 7428 東証第 2 部） 

問合せ先  管 理 本 部 長        新實 清人 

（TEL．054 － 283 － 1884） 

 

合併に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 2月 26 日開催の取締役会において、平成 19 年 4 月１日をもって、下記の

とおりクラージュ株式会社と合併することを決議いたしましたので、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ジー・コミュニケーショングループ（以下「ジーグループ」

といいます）である株式会社ジー・テイストの子会社として静岡・神奈川地区エリアを中

心に、主力業態「ちゃんこ江戸沢」等 88 店舗（内 FC3 店舗）を展開、またジーグループ内

における飲食部門業態のＦＣ店（6店舗）の運営をおこなっております。 

一方、クラージュ株式会社は、株式会社ジー・コミュニケーションの約 90％子会社とし

て静岡地区にかけて、ジーグループ内における塾部門業態のＦＣ店（6 店舗）飲食部門業

態のＦＣ店（2店舗）の運営をおこなっております。 

共にジーグループの会社とし静岡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、ジーグループ内において外食部門静岡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、ジー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、静岡エリアを代表する外食企業

として発展する好機と捉え、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．合併の要旨 

(1)合併の日程 

  合併決議取締役会       平成 19 年 2月 26 日 

  合併契約書締結        平成 19 年 2月 26 日 

  株主総会基準日     

クラージュ株式会社    平成 18 年 12 月 31 日 

株式会社グローバルアクト 平成 18 年 12 月 31 日 

  合併承認株主総会 

    クラージュ株式会社    平成 19 年 3月 27 日 

    株式会社グローバルアクト 平成 19 年 3月 28 日 

  合併の予定日（効力発生日）  平成 19 年 4月 1日 

   （注）株券は不発行とします。 

 

(2)合併方式 

  株式会社グローバルアクトを存続会社とする吸収合併方式で、クラージュ株式会社は解散いた

します。 

 

(3)合併比率 

会社名 株式会社グローバルアクト クラージュ株式会社 

合併比率 1.00 82.00 

    (注)１．株式の割当比率 

        クラージュの株式１株に対して、当社の株式 82 株を割当交付いたします。 

       ２．合併により発行する新株式等 

        普通株式   82,000 株 

 

(4)合併比率算定の考え方 

① 算定の基礎 

   合併比率については、その公平性と妥当性を期すため、当社は杉山明喜雄公認会計士事

務所にその算定を依頼し、その結果を参考に、当社およびクラージュ株式会社が交渉・

決議を行い、最終的に上記合併比率が妥当であるとの判断に至り、合意いたしました。 

② 算定の経緯 

合併後の当社の収益に与える影響が軽微であることから、クラージュ株式会社の価値算

定にあたっては、時価純資産価額を基準とする方式を採用いたしました。 

したがって、合併比率につきましては、クラージュ株式会社の第 4期中間決算日にあた

る平成 18 年 11 月 30 日の当社の株式会社東京証券取引所における株価の終値およびク

ラージュ株式会社の時価純資産価額を基準として算定しております。 



算定の基礎とした当社の株価            396 円 

算定の基礎としたクラージュ株式会社の時価純資産価額   

                           32,511,504 円 

③ 算定機関との関係 

   算定機関である杉山明喜雄公認会計士事務所は、連結財務諸表規則第 2条第 7号に定め

る関連当事者及び財務諸表等規則第 8 条第 16 項に定める関連当事者には該当いたしま

せん。 

 

(5)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

   該当事項はありません。 

 

 

３．合併当事会社の概要 

（１）商号 株式会社グローバルアクト 

（合併会社） 

クラージュ株式会社 

（被合併会社） 

（２）事業内容 外食事業の運営 外食事業、教育事業の運営 

（３）設立年月日 昭和 49 年 2 月 14 日 平成 15 年 8 月 27 日 

（４）本店所在地 静岡県静岡市駿河区中田二丁目 1番 6

号村上石田街道ビル 6階 

名古屋市北区黒川本通五丁目 12 番地

の 3 

（５）代表者 代表取締役 矢野雅己 代表取締役 佐藤浩司 

（６）資本金 2,796,225 千円 50,000 千円 

（７）発行済株式数 11,283,365 株 1,000 株 

（８）純資産 2,448,842 千円（平成 18 年 6 月 30 日現在） 34,935 千円 

（９）総資産 5,913,011 千円（平成 18 年 6 月 30 日現在） 90,407 千円 

（10）決算期 3 月期 5 月期 

（11）従業員数 236 名（平成 18 年 6 月 30 日現在） 8 名 

（12）主要取引先 伊藤忠商事㈱、㈱マルト水谷、 

大阪デリカフーズ㈱、東京デリカフー

ズ㈱ 

高瀬物産㈱、㈱マルト水谷、㈱千代田

物産、㈱丸大フード東海、㈲渡仲商店

 

 

  



（13）大株主及び持株 

   比率 

 

㈱ジー・テイスト   55.21％ 

宮本圭一       1.44％ 

江戸沢会       1.43％ 

越野健太郎      1.25％ 

㈱りそな銀行      1.13％ 

商工組合中央金庫   0.75％ 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ・ｱﾝﾄﾞ 

・ｶﾝﾊﾟﾆｰﾚｷﾞｭﾗｰｱｶｳﾝﾄ  0.56％ 

亀田信男       0.51％ 

島田容男       0.44％ 

江戸沢従業員持株会  0.41％ 

㈱ｼﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 90.1％ 

矢野雅己      9.9％ 

   

（14）主要取引銀行 三井住友銀行、静岡銀行 

りそな銀行 

三井住友銀行 

資本関係 なし 

人的関係 なし 

取引関係 なし 

（15）当事会社の 

   関係 

関連当事者への該当状況 なし 

 （注）平成 18 年 12 月 31 日現在 （注）平成 18 年 11 月 30 日現在  

 

（16）最近 3決算期間の業績〔単位：千円〕 

 株式会社グローバルアクト 

（合併会社） 

クラージュ株式会社 

（被合併会社） 

決算期 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12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 9,194,503 7,863,094 7,240,033 4,038 78,333 171,805

営業利益 △339,451 △580,667 △403,978 △13,696 △8,475 5,150

経常利益 △411,562 △686,633 △523,399 △13,750 △8,955 7,296

当期 

純利益 
△1,267,784 △940,786 △1,405,822 △13,750 △9,267 6,698

1 株当たり 

当期純利益

(円) 

△194.05 △144.04 △215.39 △68,750 △46,335 33,490

1 株当たり 

配当金(円) 
4.00 4.00 3.00 － － －

1株当たり 

純資産(円) 
930.61 669.00 540.35 △68,753.88 △46,335.61 △33,490.87

 



４．合併後の状況 

（１） 商号  株式会社グローバルアクト 

（２） 事業内容  外食事業の運営他 

（３） 本店所在地 静岡県静岡市駿河区中田 2丁目 1番 6号 

（４） 代表者  代表取締役社長 矢野 雅己 

（５） 資本金  2,796,225 千円 

（６） 純資産           1,596,027 千円 

（７） 総資産  5,481,828 千円 

（８） 決算期  3 月期 

（９） 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。 

（10） 合併による業績への影響・見通し 

現在見通し等について試算を行っております。 

 

 

 

 

以  上 

 


