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平成 19 年 3月 15 日 

各      位 

会 社 名  株式会社ぐるなび 

代表者名  代表取締役社長 久保征一郎 

（コード番号 2440 ヘラクレス） 

問合せ先 常務取締役管理本部長 香月壯一 

電話 03-3215-8818 

  
 
その他の関係会社の合併及び会社分割、主要株主である筆頭株主 

及びその他の関係会社の異動並びに当社の合併に関するお知らせ 

 

当社は、当社のその他の関係会社である株式会社ＮＫＢホールディングス、株式会社ＮＫＢホールデ

ィングスの 100%子会社である株式会社エヌケービー、株式会社ＮＫＢホールディングスの株主である株

式会社フジトラベルセンターおよび株式会社インターネットなび東京との間で、(1)株式会社ＮＫＢホ

ールディングスを存続会社とし、株式会社エヌケービーおよび株式会社フジトラベルセンターを消滅会

社とする吸収合併、(2)(1)の合併の効力発生後の株式会社ＮＫＢホールディングス(なお、(1)の効力発

生と同時に商号を株式会社エヌケービーに変更予定。以下、合併、商号変更後の株式会社ＮＫＢホール

ディングスを「新ＮＫＢ」という。)を分割会社とし、株式会社インターネットなび東京を承継会社と

する分割型吸収分割、および(3)当社を存続会社とし、(2)の会社分割の効力発生後の株式会社インター

ネットなび東京を消滅会社とする吸収合併に関し、本日、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。併せて、株式会社ＮＫＢホールディングス、株式会社エヌケービーおよび

株式会社フジトラベルセンターの各社取締役会において、株式会社ＮＫＢホールディングスを存続会社

とする吸収合併契約書の承認決議を行った旨の連絡を受けました事を、お知らせいたします。 

 
 

１．本件の目的 

   当社は、2005 年 4 月にヘラクレス市場に上場して以来、更なる飛躍を目指した事業展開をしてお

り、常に株主及び投資家の皆様に当社について適切な投資判断を行っていただけるよう積極的な情

報開示に取り組んでおります。このような環境のもと、当社は企業内容の透明性を一層高めるため

の施策として(1)株主構成の明瞭化、また更なる関連事業の発展を果たすよう(2)当社グループ内事

業の最適配分を目的に、本日、基本合意を決議いたしました。 
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(1)株主構成の明瞭化 

  当社のその他の関係会社である株式会社ＮＫＢホールディングス、株式会社エヌケービー、株式

会社フジトラベルセンターは、当社の創業者であり取締役会長である滝久雄氏及びその親族等によ

り主として出資されております。しかし上記3社が未上場会社であるため経営実態が解り難い側面

があり、企業内容の透明性を高めるための何らかの方策を講ずる必要があると認識しておりました。 

そこで、当社株式の保有形態を滝久雄氏とその親族等による直接・間接混合保有から直接保有のみ

に統一し、かつその施策を可及的速やかに実施することといたしました。 

 

(2)グループ内事業再編による経営効率化 

現在、株式会社ＮＫＢホールディングスでは、「Let’s Enjoy TOKYO 事業」という「東京おでか

けサイト」を東京メトロと共同で運営し、東京のおでかけ情報の提供を主業務としておりますが、

おでかけ情報に占める「食」の比率が高く、掲載店舗数約 40,000 店のうち約 22,000 店が「食」に

関係する情報の提供となっております。他方、当社は、「食」の分野を核とした関連事業の拡大を

目指しており、「Let’s Enjoy TOKYO 事業」については、当社の事業との間でコンテンツ、ビジネ

スモデル等多くの共通項がある為、当社にて事業を行なうことによる経営効率の向上（ノウハウ・

コンテンツの共同利用・人的資源の有効活用等）、相乗効果等の期待が見込める為、今回、「Let’s 

Enjoy TOKYO 事業」を当社が承継することといたしました。 

 

 

２．当社に関する基本事項 

  (1)今後の日程 

 ・基本合意書締結    平成 19 年 3月 15 日 

 ・合併契約書締結    平成 19 年 5月 25 日（予定） 

 ・合併契約承認株主総会   平成 19 年 6月下旬（予定）※ 

 ・合併効力発生日    平成 19 年 10 月 1 日（予定） 

 ※当社は、平成 19 年 3 月期定時株主総会における承認を予定しております。 

   

(2)再編後の当社の状況 

     ・商号  株式会社ぐるなび 

 ・本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号 

 ・上場  大阪証券取引所ヘラクレス 

 ・代表者  代表取締役社長 久保 征一郎 

 ・資本金  2,323 百万円 

 ・決算期  3 月 
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(3)当社の業績に与える影響 

本件グループ再編の実施に伴う平成 19 年 3 月期の業績および連結業績への影響はございませ

ん。また、平成 20 年 3 月期の業績見通しおよび連結業績見通しにつきましては、適時開示規

則に従い開示して参ります。 

 

 

３．本件概要 

【現状の当社資本関係図（平成 18 年 9月 30 日現在）】 

 

 

※1 平成 19 年１月 31 日に株式会社フジトラベルセンターの保有する株式を全て滝久雄氏が譲り受け

ております。本資料開示日においては発行済株式の全てを滝久雄氏が保有しているため、株式譲

渡後の割合を記載しております。 

※2 株式会社エヌケービーの当社の株主名簿（平成 18年 9月 30日基準）上の株式数は 1,500 株(0.6％)

ですが、同日現在、この他に株券等貸借取引に供している株式 2,500 株(0.9％)があるため合算し

て記載しております。なお、株券等貸借取引に供している株式 2,500 株(0.9％)については、平成

19 年 3 月 27 日の決済日に全ての株券の返還を受ける見込みです。 

 

滝久雄氏及びその親族等 

NKB ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
なび東京 

ぐるなび

ｴﾇｹｰﾋﾞｰ

ﾌｼﾞﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ

Let’sEnjoy 
TOKYO 事業 

94% 6%

100%※1 38.7% 24.0% 37.3%

100%

24.9% 19.7% 7.7% 1.5%※2 46.2% 

ぐるなび 
その他株主 

ﾌｼﾞﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ

その他株主

NKB ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

その他株主
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《フェーズ１:合併》 

   株式会社ＮＫＢホールディングスを存続会社、株式会社エヌケービーおよび株式会社フジトラベ

ルセンターを消滅会社とする吸収合併を行ないます。吸収合併の効力発生と同時に存続会社であ

る株式会社ＮＫＢホールディングスの商号を株式会社エヌケービー(新ＮＫＢ)へと変更いたし

ます。 

(1)日程 

・合併契約書締結   平成 19 年 3月 15 日 

・合併契約承認株主総会  平成 19 年 4月 3日（予定） 

・合併効力発生日   平成 19 年 4月 20 日（予定） 

 

(2)合併方式 

株式会社ＮＫＢホールディングスを存続会社、株式会社エヌケービーおよび株式会社フジ

トラベルセンターを消滅会社とする吸収合併を行ないます。 

 

(3)合併比率 

株式会社ＮＫＢホールディングスは、株式会社エヌケービーの全株式を保有しているため、

株主会社エヌケービーに対しては、合併により新株式その他の金銭等を交付いたしません。

株式会社ＮＫＢホールディングスは、株式会社フジトラベルセンターの普通株式 1 株に対

し、普通株式 50.494 株を割当てるものとします。 

     

(4)合併比率の算定根拠 

      合併比率は、外部機関であるＡＳＧマネジメント株式会社の算定結果を参考として、当事

会社間で協議を行い決定いたしました。 

     

(5)合併後の当事会社の状況(予定)    

  ・商号  株式会社エヌケービー  

    (株式会社ＮＫＢホールディングスより商号変更） 

  ・事業内容 広告代理業、情報提供サービス業、不動産賃貸業、Let’s Enjoy  

                 TOKYO 事業 

  ・本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号 

  ・代表者  代表取締役社長 滝 久雄 

  ・資本金  99 百万円 

  ・決算期  9 月 
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《フェーズ 2:会社分割》 

   新ＮＫＢを分割会社とし、株式会社インターネットなび東京を承継会社として分割型吸収分割を

行い、Let’s Enjoy TOKYO 事業を、株式会社インターネットなび東京に承継いたします。当該分

割型吸収分割によって、フェーズ 1 の効力発生後において新ＮＫＢが保有する当社株式 88,580

株は、すべて、株式会社インターネットなび東京が承継いたします。 

(1)日程（予定） 

   ・会社分割契約書締結   平成 19 年 4月 20 日 

   ・会社分割契約承認株主総会  平成 19 年 5月 8日 

   ・会社分割効力発生日   平成 19 年 5月 24 日 

  

(2)分割方式 

   新ＮＫＢを分割会社、株式会社インターネットなび東京を承継会社とする分割型吸収分割 

   を行ないます。 

  

(3)株式の割当比率 

  株式会社インターネットなび東京（承継会社）は、普通株式 224,072 株を新たに発行し、 

  新ＮＫＢ（分割会社）に割当てるものとします。新ＮＫＢは、効力発生日に割当を受けた

普通株式の全部を剰余金の配当として新ＮＫＢの株主に交付いたします。 

 

(4)割当比率の算定根拠 

  割当比率は、外部機関であるＡＳＧマネジメント株式会社の算定結果を参考として、当事

会社間で協議を行い決定いたしました。 

 

(5)承継会社が承継する権利義務の内容 

  ・承継する資産   1,556 百万円 

       （平成 19 年 1 月末を基準に算出。なお、このうち 1,382 百万円は株式会社ぐるなび 

の株式（88,580 株）の帳簿価額となります。） 

  ・承継する負債      25 百万円（平成 19 年 1 月末を基準に算出。） 

  ・承継する権利関係 

    Let’s Enjoy TOKYO 事業に関するすべての権利関係を承継する見込みです。 

  ・承継する雇用契約 

    Let’s Enjoy TOKYO 事業に関するすべての労働契約を承継する見込みです。  

  

(6)分割会社の減少すべき資本の額等および株式の消却・併合の方法 

    該当ありません。 
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(7)分割する事業部門の概要 

①｢Let’s Enjoy TOKYO 事業｣の内容 

「東京おでかけサイト」を東京メトロと共同で運営しており、東京のおでかけ情報の提供

を主業務としております。 

②｢Let’s Enjoy TOKYO 事業｣の最近３年間の業績 

   平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 18 年 9月期（6ヵ月）

売上高 45 百万円 55 百万円 68 百万円

営業利益 ▲149 百万円 ▲212 百万円 ▲87 百万円

 

 (8)会社分割後の当事会社の状況（予定） 

 【分割会社】 ・商号  株式会社エヌケービー 

        ・事業内容 広告代理業、情報処理サービス業、不動産賃貸業 

     ・本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号 

   ・代表者  代表取締役社長 滝 久雄 

   ・資本金  99 百万円 

   ・決算期  9 月 

 【承継会社】 ・商号  株式会社インターネットなび東京 

   ・事業内容 Let’s Enjoy TOKYO 事業 

   ・本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号 

   ・代表者  代表取締役社長 滝 久雄 

   ・資本金  10 百万円 

   ・決算期  12 月 
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《フェーズ 3:合併》 

   当社を存続会社、株式会社インターネットなび東京を消滅会社として吸収合併を行ないます。当

該吸収合併によって、当社は、フェーズ 2の効力発生後において株式会社インターネットなび東京

が保有する当社株式 88,580 株を承継し、当該承継した当社の株式を、合併比率に応じて、フェー

ズ 2の効力発生後における株式会社インターネットなび東京の株主に交付いたします。 

 (1)日程（予定） 

   ・合併契約書締結  平成 19 年 5月 25 日 

   ・合併契約承認株主総会 平成 19 年 6月下旬※ 

   ・合併効力発生日  平成 19 年 10 月 1 日 

   ・株券交付日  平成 19 年 11 月下旬 

   ※当社は、平成19年 3月期定時株主総会における承認を予定しております。 

 

 (2)合併方式 

   当社を存続会社、株式会社インターネットなび東京を消滅会社とする吸収合併を行ないま 

     す。 

 

 (3)合併比率 

   外部機関の評価を参考に、当事会社間で協議の上、決定次第公表いたします。なお、フ

ェーズ 3 の合併において当社が株式会社インターネットなび東京から承継する「Let’s 

Enjoy TOKY 事業」の規模は当社の事業規模に比して小規模であり、また、フェーズ 3 の

合併において当社が承継する資産・負債の大部分を当社株式が占めることとなります。従

いまして、最終的には今後の株式会社インターネットなび東京の事業計画の分析、相乗効

果の分析及び合併比率の検討等の結果によりますが、当社は、フェーズ3の合併に際して、

株式会社インターネットなび東京の株主に対し、合併により当社が承継する株式会社イン

ターネットなび東京が保有する当社の株式の全部又は一部を代用自己株式として交付す

るほかには、当社株式の発行・交付は行わないこととなる見込みです。 
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(4)最近 3年間の業績 

  ①株式会社ぐるなび（存続会社） 

  連結 単体 

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 

3 月期 

平成 17 年 

3 月期 

平成 18 年 

3 月期 

売上高 

（千円） 
－ － 8,649,561 3,531,537 5,597,837 8,605,004

経常利益 

（千円） 
－ － 1,321,393 471,020 890,003 1,453,120

当期純利益 

（千円） 
－ － 665,877 298,663 497,462 793,431

１株当たり 

当期純利益（円） 
－ － 2,606.51 51,761.42 10,776.92 3,105.81

１株当たり 

配当金（円） 
－ － － － － －

１株当たり 

純資産（円） 
－ － 24,781.65 198,595.24 35,601.32 25,277.61

 

  ②株式会社インターネットなび東京（消滅会社） 

  単体 

決算期 
平成 16 年 

12 月期 

平成 17 年 

12 月期 

平成 18 年 

12 月期 

売上高 

（千円） 
－ － －

経常利益 

（千円） 
△101 △102 △100

当期純利益 

（千円） 
△101 △102 △100

１株当たり 

当期純利益（円） 
△509 △510 △500

１株当たり 

配当金（円） 
－ － －

１株当たり 

純資産（円） 
46,825 46,315 45,814

平成19年5月24日（予定）に新ＮＫＢより株式会社インターネットなび東京に承継される予定の｢Let’s 

Enjoy TOKYO 事業｣の業績等については、《フェーズ 2:会社分割》をご参照下さい。 
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 (5)当事会社の関係 

  ①資本関係 

本資料開示日現在は資本関係がありませんが、フェーズ２の会社分割の効力発生に伴い、

株式会社インターネットなび東京は当社の筆頭株主並びにその他の関係会社になる予定

です。なお、フェーズ３の合併により株式会社インターネットなび東京は消滅し、当社の

株式を当社が承継する予定のため、同社は当社の筆頭株主並びにその他の関係会社ではな

くなる予定です。 

     ②人的関係 

      本資料開示日現在、当社の取締役会長滝久雄氏は株式会社インターネットなび東京の代表

取締役を兼務しています。 

     ③取引関係 

      該当ありません。 

 

 (6)会計処理の概要 

決定次第公表いたします。 

 

 【フェーズ 3実行後の資本関係図（本件実行後）】 

  

※持株比率等は、当事会社間で合併比率等を協議・決定の上、明らかになり次第公表いたします。 

 

 

滝久雄氏及びその親族等 

新ＮＫＢ

ぐるなび Let’sEnjoy 
TOKY 事業 

50%超 50%未満

NKB ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
その他株主 

ぐるなび 
その他株主

 

ﾌｼﾞﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ
その他株主 

50%未満

※ 
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４．主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動 

 (1)フェーズ 2 の会社分割による、主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動について 

  ①異動の経緯 

   前述 1「本件の目的」をご参照ください。 

  ②（a）主要株主である筆頭株主となるもの（その他の関係会社となるもの） 

   ・名称  株式会社インターネットなび東京 

   ・本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号 

   ・代表者 代表取締役社長  滝 久雄 

   ・主な事業内容 情報サービス業 

   （b）主要株主である筆頭株主でなくなるもの（その他の関係会社でなくなるもの） 

   ・名称  株式会社エヌケービー（ＮＫＢホールディングスより商号変更） 

   ・本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号 

   ・代表者 代表取締役社長  滝 久雄 

   ・主な事業内容 情報提供サービス業 

  ③当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合 

(a)株式会社インターネットなび東京 

  

 

 

 

 

  

 

(b)株式会社エヌケービー（新ＮＫＢ） 

 

 

 
 

  

  

  

         ※フェーズ１の合併効力発生及び株式会社エヌケービーが株券等貸借取引に供している当社

株券の返還を前提に、平成 18 年 9月 30 日時点の株式数を基準としています。 

 

 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 
－個

(－株）
－％ － 

異動後(予定)※ 
 88,580個

（88,580株）
34.5％ 第１位 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前※ 
88,580個

(88,580株）
34.5％ 第１位 

異動後（予定） 
             －個

           (－株）
  －％ － 
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  ④異動年月日 

   平成 19 年 5 月 24 日（予定） 

  ⑥今後の見通し 

   前述２「当社に関する基本事項」、(3)「当社の業績に与える影響」をご参照くださ 

い。 

 

(2) フェーズ３の合併による、主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動について 

   当事会社間で合併比率等を協議・決定の上、明らかになり次第公表いたします。 
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５．再編当事会社の概要 

 （株式会社 NKB ホールディングス：平成 18 年 9 月 30 日現在 

／株式会社エヌケービー：平成 18 年 9月 30 日現在） 

商号 株式会社 NKB ホールディングス 株式会社エヌケービー 

事業内容 子会社の事業活動の経営・管理 

情報提供サービス業 

広告代理業 

設立年月日 昭和 23 年 2月 3日 平成 17 年 9月 30 日 

本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号

代表者 代表取締役社長 滝久雄 代表取締役社長 滝久雄 

資本金 99 百万円 90 百万円 

発行済株式総数 199 万 8,600 株 1,800 株 

株主資本 1,021 百万円 545 百万円 

総資産 4,304 百万円 5,054 百万円 

決算期 9 月 9 月 

従業員数 0 人 260 名（平成 18 年 12 月 11 日現在） 

主要取引先 東京ﾒﾄﾛ/ﾁｰﾑﾗﾎﾞ/ﾅﾋﾞﾀｲﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ/ﾄﾗﾝｽ・

ｺｽﾓｽ/凸版印刷/ｷﾞｬｶﾞ・ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ・ﾏｰｹﾃ

ｨﾝｸﾞ/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ/ｾﾌﾟﾃｰﾆ/ﾊﾞﾘｭｰｺ

ﾏｰｽ/東京ﾘｰｽ/興銀ﾘｰｽ/その他多数 

朝日新聞/主婦の友社/日経 BP/読売新

聞/ｱｻﾋﾋﾞｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ/ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ/ｷﾘﾝﾋﾞ

ｰﾙ/ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ/ｻﾝﾄﾘｰ/日本ｺｶ･ｺｰﾗ/味の

素/加ト吉/ｶﾈﾎﾞｳﾌｰｽﾞ/その他多数 

大株主及び 

持株比率 

滝久雄 38.7% 

㈱ﾌｼﾞﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ 24.0% 

㈶日本交通文化協会 6.0% 

東京急行電鉄㈱ 3.6% 

京浜急行電鉄㈱ 3.6% 

小田急電鉄㈱ 3.6% 

㈱東急百貨店 3.6% 

その他 16.9% 

NKB ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 100% 

 

主要取引銀行 みずほ銀行 

りそな銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行 

りそな銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

三井住友銀行 
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  （株式会社フジトラベルセンター：平成 18 年 11 月 30 日現在 

／株式会社インターネットなび東京：平成 18 年 12 月 31 日現在） 

商号 株式会社フジトラベルセンター 株式会社インターネットなび東京 

事業内容 不動産賃貸業 

飲食業 

情報サービス業 

設立年月日 昭和 44 年 2月 27 日 平成 14 年 2月 5日 

本店所在地 東京都大田区田園調布二丁目49番 8号 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号

代表者 代表取締役社長 滝久雄 代表取締役社長 滝久雄 

資本金 10 百万円 10 百万円 

発行済株式総数 20,000 株 200 株 

株主資本 252 百万円 9 百万円 

総資産 1,093 百万円 9 百万円 

決算期 11 月 12 月 

従業員数 0 人 0 人 

主要取引先 個人/株式会社ｴｽ・ｼﾞｪｲ・ﾌｰｽﾞ/株式会

社ｻﾝﾗｲｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ/その他多数 
― 

大株主及び 

持株比率 

滝久雄 48.0% 

滝裕子 14.0% 

滝紀久子 14.0% 

菊池俊彦 14.0% 

諏訪間康裕 4.0% 

その他 6.0% 

滝久雄 67.5% 

㈱ﾌｼﾞﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ 32.5%※ 

 

※平成 19 年 1 月 31 日、滝久雄に全

ての保有株式を譲渡しております

ので、本資料開示日現在の大株主

構成は下記の通りです。 

 滝久雄      100% 

主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 
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（株式会社ぐるなび：平成 18 年 9 月 30 日現在） 

商号 株式会社ぐるなび 

事業内容 インターネット情報処理サービス業 

設立年月日 平成 1年 10 月 2日 

本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号

代表者 代表取締役社長 久保征一郎 

資本金 2,323 百万円 

発行済株式総数（※） 258,890 株 

株主資本 6,266 百万円 

総資産 7,513 百万円 

決算期 3 月 

従業員数 578 名（単体：平成 18 年 9月末現在）

主要取引先 飲食店、飲食店関連業種 

大株主及び持株比率 ㈱NKB ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 24.9% 

滝久雄 19.4% 

㈱ﾌｼﾞﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ 7.7% 

小田急電鉄㈱ 0.8% 

㈱三井住友銀行 0.7% 

主要取引銀行 三井住友銀行 

※ うち自己株式 2,577 株 

 

 

               以   上 

 

 


