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当社親会社の「業務提携に関する基本合意」のお知らせ 

 

 本日、当社親会社である株式会社ジー・コミュニケーション（名古屋市北区、代表取締役会長兼

社長 稲吉 正樹 以下「ジー社」といいます）と株式会社タスコシステム【JASDAQ:2709】は、業務

提携に関する基本合意を締結し、両社間の業務提携に向けて具体的に検討を進めることに合意しまし

たので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 
Ⅰ．業務提携に関する基本合意の理由 

（１）背景・目的 

ジー・コミュニケーショングループはジー社をホールディングカンパニーとして、その連結子会社に株

式会社ジー・テイスト【JASDAQ:2694】、株式会社ジー・ネットワークス【東証２部:7474】、株式会社グロー

バルアクト【東証２部:7428】、株式会社焼肉屋さかい【JASDAQ:7622】の上場４社を含めて、連結 15 社

で構成しており、主に外食、教育事業の直営及び FC 展開を全国 1,900 店舗(校舎)で行っております。 

また、ジー社ではＦＣ加盟店開発、コンサルティング事業、派遣店長事業、ミステリーショッパー(覆面

調査)の運営、店舗の設計・施工、食材の商流・物流、POS レジ等の内製化を確立しており、外食事業

再生の体制を整えております。 

今般、ジー社は株式会社タスコシステムと協議を行い、ジー社が保有する外食事業再生ノウハウを提

供する事による両社の企業価値増大を目的として、業務提携に関する基本合意を締結し、両社間の業

務提携に向けた具体的検討を進めることと致しました。 

 

（２）業務提携先について 

今般、ジー社と致しましてはＦＣ加盟店開発、コンサルティング事業、派遣店長事業、ミステリーショッ

パー（覆面調査）の運営、店舗の設計・施工、食材の商流・物流、POS レジ等の内製化を確立し、外食

事業における再生ノウハウを有しているジー社の強味を、現在、事業再生に向けて注力されている株式

会社タスコシステムにノウハウ提供する事で双方のシナジー効果が得られると考え、業務提携に関する

基本合意を締結致します。 

また、株式会社タスコシステムの店舗オペレーション力や、毎年催している「グランドアルバイトサミッ

ト」を通じて培われてきた店舗運営スタッフのモチベーションコントロールなどのノウハウを高く評価して



おり、ジー社の更なる企業価値拡大に有用と考えております。 

 

Ⅱ.業務提携に関する基本合意の内容 

  業務提携に関する基本合意の主な内容は以下のとおりです。 

① ブランド力の強化ノウハウの共有 

② 店舗運営、FC サポート機能ノウハウの共有 

③ 人材交流による経営ノウハウの共有 

④ 共同購買の導入等による仕入れコスト低減 

 

   両社の中・長期的なビジョンも踏まえて、より具体的な業務提携の内容を協議して参ります。今後、資本

提携も視野に入れつつ、業務提携の分野を段階的に拡大し、シナジー効果及び企業価値の最大化を

図って参ります。 

 

 

Ⅲ.業務提携先の概要 

株式会社タスコシステムは直営・ＦＣ店舗を運営する株式会社札幌タスコと株式会社東京タスコ及び

ＦＣサポート、物流等の関連事業を行うプラスネット株式会社と株式会社 TASCO キャピタルを含めてグ

ループ会社６社を有するホールディングカンパニーです。 

 

１．商 号 株式会社タスコシステム 

２．事 業 内 容 グループホールディング会社 

３．設立年月日 1988 年 10 月 

４．本店所在地 北海道札幌市中央区南一条西２丁目５番地 

５．代表者の役職・氏名 代表取締役社長  山本 健一郎 

６．資本金の額 25 億 14 百万円 ※平成 19 年７月 13 日現在 

７．従 業 員 数 243 名 ※平成 19 年７月 13 日現在 

８．ジー社との関係 資本関係：なし 

           人的関係：なし 

           取引関係：なし 

 
Ⅳ.日程 

業務提携に関する基本合意承認取締役会    平成 19 年７月 13 日 

業務提携に関する基本合意書調印       平成 19 年７月 13 日 

 
Ⅴ.業務提携による業績への影響・見通し 

今般の業務提携に関する基本合意による今期業績への影響につきましては、業務提携の詳細が決

定し、その精査が終わり次第、速やかにお知らせして参ります。 

 

以上 



ご参考 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱タスコシステム ＝ 完全持株会社
タスコグループ全体の戦略策定・統括 / 各子会社の経営管理

㈱東京タスコ

直営・ＦＣ店舗運営

㈱札幌タスコ

100％ 100％

北海道地区以外の直営
店舗＆FC本部の運営

㈱ｼﾞｰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

㈱TASCOｷｬﾋﾟﾀﾙ

ＦＣｻﾎﾟｰﾄ/関連事業

プラスネット㈱

100％ 100％

㈱とり鉄 ㈱升屋（仮称）

45％ 100％

㈱ｼﾞｪｲｴﾌｼｰHD ㈱びっくり本舗

55％

北海道地区の
直営店舗の運営

『高田屋』に
経営資源を集中

資本参加の
可能性検討

◆課題：ブランドの強化

◆㈱びっくり本舗との協業によるブランドの強化へ

業務提携

ＦＣサポート機能の提供 自社物流

◆ブランド力の強化、FCサポート機能の充実及び経
営の効率化による本部コストの削減を目的とした、
業務提携に関する基本合意の締結

主な内容
①①ブランド力の強化ノウハウの共有ブランド力の強化ノウハウの共有
②②店舗運営、店舗運営、FCFCサポート機能ノウハウの共有サポート機能ノウハウの共有
③③人材交流による経営ノウハウの共有人材交流による経営ノウハウの共有
④④共同購買の導入等による仕入れコスト低減共同購買の導入等による仕入れコスト低減

業務提携



【別添資料・ジー・コミュニケーション会社概要】 

商号 株式会社ジー・コミュニケーション 

本店所在地 愛知県名古屋市北区黒川本通5丁目12番地の3  

設立 平成９年６月 

代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 稲吉 正樹 

資本金 27億8,626万円（平成19年7月現在） 

社員数 2,051名（グループ全体） 

主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行 

大株主及び持株比率 

稲吉正樹（74.35％） 

株式会社ジャフコ及び系列投資組合（4.98％） 
Oakキャピタル株式会社（3.51％） 
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社及び系列投資組合（3.22％） 
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社（1.19％） 
日本アジア投資株式会社及び系列投資組合（0.97％） 
杉本英雄（0.97％） 
安田企業投資株式会社（0.92％） 
稲吉美智子（0.74％） 
髙橋仁志（0.74％） 

主な事業内容 グループホールディングス会社・コンサルティング事業・デザイン施工事業 



 

連結子会社 

■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 

■株式会社ジー・ネットワークス（東証２部：7474） 

長崎ちゃんめん、おむらいす亭、敦煌を中心とする多業態の直営及びFC展開 

■株式会社グローバルアクト（東証２部：7428） 

ちゃんこ江戸沢を中心とする多業態の直営及びFC展開 

■株式会社焼肉屋さかい（JASDAQ：7622） 

   焼肉屋さかいを中心とする多業態の運営及びFC展開 

■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、EC英会話を中心とするの直営及び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 

■株式会社モンタボー 

モンタボーの直営展開及び食品（パン）製造販売 

■常楽酒造株式会社 

酒類（本格球摩焼酎）の製造及び販売 

■関原酒造株式会社 

日本酒を主とする種類の製造及び販売 

■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 

■株式会社ジーコムシステムソリューション 

ソフトウェア、POSレジ・ASPの開発・販売・コンサルティング 

■ビー・サプライ株式会社 

外食産業全般の運営・管理業務受託 

■株式会社GCOM KOREA 

 韓国国内を主としたG.communicationのエリアフランチャイザー及び貿易事業 



＜参考：最近の主なＭ＆Ａ実績＞ 

・ 平成19年５月  株式会社焼肉屋さかい（JASDAQ：7622）を連結子会社化(51.46%) 

・ 平成18年11月 中部ロワイヤルグループの営業権を株式会社モンタボーで譲受 

・ 平成18年10月 株式会社甚八中部の発行済全株式譲受 

・ 平成18年10月 株式会社江戸沢（東証2部：7428）の公開買付けによる連結子会社化 

・ 平成18年10月 ラフィスト社破産管財人より｢レストラン事業｣を株式会社ジー・フードで譲受 

・ 平成18年９月  オーズ社破産管財人より「おむらいす亭」事業を株式会社パオで譲受 

・ 平成18年６月  株式会社イー・シーの発行済全株式譲受 

・ 平成18年３月  株式交換による株式会社モンタボーの完全子会社化（株式交換日6月1日） 

・ 平成18年３月  常楽酒造株式会社の発行済全株式譲受 

・ 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 

・ 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２月  株式会社キャッツ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５月  株式会社鈴庄の発行済全株式を譲受 

※ 社名につきましては、Ｍ＆Ａ当時の社名となっております。 

 

 


