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株式交換契約締結に関するお知らせ 

 

 

株式会社データプレイス（以下、「データプレイス」）は、本日開催の取締役会において、株式会

社フォト・ウェーブ（本社：東京都品川区西五反田二丁目30番４号、代表取締役社長：朝田篤、以下

「フォト・ウェーブ」）を株式交換により完全子会社化とすることを決議し、株式交換契約を締結い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

 

データプレイスは、ＸＭＬを中心とした事業に集中すると共に、収益確保のグループ戦略を進めて

います。フォト・ウェーブでは、デジタルコンテンツの企画・制作を行っております。電子商取引の

拡大により、フォト・ウェーブが提供するサイト構築と決済サービスは順調に増加しています。デー

タプレイスはフォト・ウェーブを子会社化することで収益基盤を確立すると共に、ＸＭＬ技術の適用

により新たなサービスを提供することが可能になると考えています。 

 

２．株式交換の条件等 

 

（１） 株式交換の日程 

平成 20 年２月 26 日  株式交換契約書承認取締役会（両社） 

同日    株式交換契約書の締結（両社） 

    平成 20 年３月 13 日（予定）  株式交換契約書承認株主総会（フォト・ウェーブ） 

    平成 20 年３月 21 日（予定） 株式交換期日 

 

（注）データプレイスについては、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、株主総会の

承認を必要としない「簡易株式交換」の手続きにより行います。 

（２） 株式交換比率 

 

 
データプレイス 

（完全親会社） 

フォト・ウェーブ 

（完全子会社） 

株式交換比率     １ ５ 
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 （注） 

１．株式の割当比率 

フォト・ウェーブの普通株式１株に対して、データプレイスの普通株式 5株を割当て交

付いたします。 

２．株式交換比率の算定根拠 

株式交換比率の算定は、利害関係が存在しない第三者機関に依頼し、その算定結果を参

考として、当事会社間において協議した結果、上記のとおり合意いたしました。 

第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

・データプレイスについては、株式交換決議取締役会の前日までの直近 1ヶ月（平成 20

年１月 28 日～平成 20 年２月 25 日まで）の株式会社名古屋証券取引所における当社普

通株式の終値平均株価（16,201円）を基にした評価額（16,000円）を発行済株式数（61,553

株）に乗じて、総資産（984,848,000 円）と算出しました。 

・フォト・ウェーブについては、非公開会社であるため、市場価格に基づいた株価が存

在しておりません。そのため、ＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）法

および類似会社比較法により現在価値を算出しました。ＤＣＦ法による算出については、

Ｍ＆Ａコンサルタント株式会社コスモハーモニーが現在価値（約 2,094 万円）を算出し

ました。類似会社比準方式による算出については、株式会社エイプリル・ジョイが現在

価値（2,287 万円）を算出しました。 

上記 2つの方式の算出結果を考察し、方式によって現在価値が違っておりますが、より

フォト・ウェーブの個別性が表現されているＤＣＦ法による結果（2,094 万円）を現在

価値とし、発行済み株式数（270 株）で除して一株価値（77,564 円）を算出しました。 

・株式交換比率の算出 

フォト・ウェーブの一株価値（77,564 円）をデータプレイスの一株評価額（16,000 円）

で除して、四捨五入により交換比率（１：５）を算出しました。 

３．株式交換により発行する新株式数 

普通株式  1,350 株 

 

（３） 株式交換交付金 

      株式交換交付金の支払いは行いません。 

－ 2 － 



  

 

３．株式交換の当事会社の概要 

（データプレイス：平成 19 年 12 月 31 日現在、フォト・ウェーブ：平成 19 年 3 月 31 日現在） 

16．最近３決算期間 

の業績（単体） 

株式会社データプレイス 

（完全親会社） 

株式会社フォト・ウェーブ 

（完全子会社） 

決算期 17年12月期 18年12月期 19年12月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 

売上高  （千円） 827,690 737,930 462,839 75,318 150,972 261,860

営業利益 （千円） 46,116 △7,825 △281,405 △1,106 1,378 6,206

経常利益 （千円） 28,233 △17,779 △286,479 1,949 2,540 5,982

当期純利益（千円） 13,383 △313,568 △1,203,656 1,214 1,615 3,426

総資産  （千円） 1,534,332 1,913,802 1,056,997 39,677 70,210 152,648

1株当たり当期純利益（円） 1,136.77 △8,007.77 △22,978.88 4,497.33 5,983.01 12,691.54

1株当たり年間配当金（円） ― ― ― － － －

1株当たり純資産（円） 57,438.85 26,854.94 7,855.53 38,214.69 44,197.70 82,815.17

1. 商号 
株式会社データプレイス 

（完全親会社） 

株式会社フォト・ウェーブ 

（完全子会社） 

2. 事業内容 データベースの流通サービス 
コンピュータネットワークシステム、デ

ータベースソフトウェアの設計・販売 

3. 設立年月日 平成10年6月18日 平成10年4月21日 

4. 本店所在地 東京都港区浜松町二丁目1番17号 東京都品川区西五反田二丁目30番4号 

5. 代表者 代表取締役社長 藤田 幹夫 代表取締役社長 朝田 篤 

6. 資本金 ７６８,４８０千円 １７,０００千円 

7. 発行済株式総数 ５８，２１９株 ２７０株 

8. 株主資本 ４５７，３４１千円 ２２，３６０千円 

9. 総資産 １，０５６，９９７千円 １５２，６４８千円 

10. 決算期 １２月３１日 ３月３１日 

11. 従業員数 １６名 ２２名 

12. 主要取引先 

三菱商事(株) 

(株)日立情報システムズ 

日本興亜損害保険(株) 

(株)東京商工リサーチ 

(株)エムグロース 

(株)エアネット 

(株)トライバルメディアハウス 

松竹(株) 

㈲グローバルキャピタル 19.7％ 朝田篤 51.9％

藤田幹夫 12.6％ ㈲SBU コンサルティング 33.3％

㈱アドバックス 8.5％ ㈲ティーケーパートナーズ 14.8％

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞB.V. 
7.9％  

13． 
大株主及び議決権比率 

(平成19年12月31日現在) 

松井証券㈱（一般信用口） 3.8％  

14．主要取引銀行 
商工組合中央金庫 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱りそな銀行 

資本関係 当該事項はありません。 

人的関係 当該事項はありません。 
15．当事会社の関係 

取引関係 

平成19年4月25日付、コンテンツ制作、運用、管理システム利用権

取得に関する契約書により、当社からフォト・ウェーブに対して 

47,000千円を支払っております。 
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４．株式交換後の状況 

 

 （１）商号、事業内容、本店所在地、代表者 

    「３．株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。 

 （２）資本金 

    株式交換によりデータプレイスの資本金は増加いたしません。 

 （３）業績に与える影響 

    当社の連結業績に与える影響は、明らかになり次第公表いたします。 

 

５．株式交換後の大株主の構成 

 

順位 株主名 所有株式数（株） 所有割合（％）

１ 有限会社グローバルキャピタル 11,506 18.2

２ 藤田  幹夫 7,338 11.6

３ 株式会社アドバックス 5,000 7.9

４ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ B.V. 4,621 7.3

５ 朝田 篤 3,478 5.5

６ 松井証券㈱（一般信用口） 2,242 3.5

７ 三菱商事株式会社 2,000 3.1

７ グレートビガーホールディングスリミテッド 2,000 3.1

７ ライゼンムーンリミテッド 2,000 3.1

 

(注) 1. 大株主につきましては、平成 19 年 12 月 31 日（期末日）現在の株主名簿を基準に作成して

おります。 
2. 募集後の持株比率は、平成 19 年 12 月 31 日（期末日）現在の株主名簿に、平成 20 年２月１

日付の第三者割当増資および、今回の第三者割当による新株式発行による増加分を反映した

ものです。 
 

以    上 
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