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平成 20 年 3月 21 日 

各位 

 

 

 

 

 

 

大酒販株式会社の完全子会社化のための株式交換契約締結 

および会社分割計画（新設分割）により持株会社化することの決議 

ならびに商号の変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 20年 3 月 21 日を期して、大酒販株式会社（本社：

神奈川県横浜市中区山下町 252 番地、代表取締役社長：名倉 隆、以下「大酒販」といいます。）

を株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により完全子会社化とすることおよび会社分割計

画により持株会社化することに関しての決議を行いました。なお、平成 20 年 6月 2 日の会社分割

の効力発生日を持って商号を株式会社ジー・エフグループ（英文：ＧＦ Group Co．，Ltd．）に変更

する予定です。また、本日、大酒販と株式交換契約を締結いたしましたので、併せて下記の通りお

知らせいたします。 

 

記 

 
Ⅰ株式交換について 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

当社は現状の厳しい経営環境のなか、早期の業績の回復と企業価値の向上・事業基盤の拡充

を図ることを主眼に、検討を重ねてまいりました。その結果、柔軟かつ大胆に対応するために

は、短期的な業績の変動に左右されること無く、長期的な視野から経営判断を遂行できる組織

体制を構築することが必要と判断し、株式交換により大酒販を完全子会社化することで成長性

の確保および収益基盤の安定化と収益性の向上を持続的に追求し、新生ジー・エフ グループ

となってそれらの目的を達成することがベターであると判断いたしました。 

 大酒販は、酒販業界の厳しい競争を勝ち抜くため、当社の主製品であるオートコールシステ

ムの活用により、顧客先への付加価値を創造することで、競争優位性と差別化を具現化し、  

他社に無い戦略的かつ独創的な販売支援サービスにより既存および新規の販路の拡充と囲い

込みを行い、当社は、それらから生まれたノウハウを販売支援モデルとして、システムの販売

にも繋げてまいります。 

また、大酒販の取扱商品卸先である小売業者に対して、当社の商品および販売支援サービス

の提供を行い、当社事業のマーケットを拡大しながら、当社で現在行っている通信販売事業の

上場会社名 株式会社ジー・エフ 
 （コード番号 3751  東証マザーズ） 
 （ＵＲＬ http://www.gf-net.co.jp/） 

本社所在地 東京都文京区大塚三丁目 20番 1 号 
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 博 之 
問 合 せ 先 常務取締役経営企画室長 加 藤 伸 一 
 TEL（03）5978－2261（代表） 
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取扱商品を多様化し、販売の補完関係を構築するとともに、収益向上を図ってまいります。 

地域密着型の小売販売店に、オートコールの活用による独自性のある営業戦略の提供を行な 

い、より一層の活性化と売上向上を図ります。 

２．株式交換の要旨 

（１）株式交換の日程 

平成 20 年 2月 19 日 株式総会基準日公告（当社） 

平成 20 年 3月 5 日 株主総会基準日（当社） 

平成 20 年 3月 21 日 株式交換決議取締役会（両社） 

平成 20 年 3月 21 日 株式交換契約締結（両社） 

平成 20 年 4月 25 日（予定） 株式交換承認株主総会（両社） 

平成 20 年 6月 2 日（予定） 株式交換の効力発生日 

平成 20 年 6月 2日以降（予定） 株券交付日 

 

（２）株式交換比率 

株式会社ジー・エフ 大酒販株式会社  

（完全親会社） （完全子会社） 

株式交換比率 １ 4.1 

株式交換により 

発行する新株式数 
普通株式 83,558 株 

(注1) 割り当てる株式の数に、1株に満たない端数は生じておりません。 

  （３）株式交換に係る割当の内容の算定根拠等 

当社は株式交換契約締結に当り、本件株式交換の株式交換比率の公平性および妥当性を

担保するため、大酒販の株価算定については日本 IPO コンサル株式会社を第三者算定機関

として選定し、株価の算定を依頼しました。 

①算定の基礎および経緯 

当社は、大酒販との間における平成 20 年 6 月 2 日を効力発生日とする本株式交換に  

ついて、日本 IPO コンサル株式会社を第三者算定機関として選定し、株価の算定を依頼し

ました。 

株式交換比率の算定において、当社については、平成 19 年 9 月末（取引最終日 9月 28

日）を基準日として、前後 5 日を含む 11 日間における高値と安値の中間値の平均である

31,340 円を 1 株あたり株式価値といたしました。なお、基準日および当社の株式価値の

考え方といたしまして、最近の株式市場の動向、直近の当社の株価の推移等を勘案すると

ともに、大酒販の評価基準日を平成 19 年 9 月末としていることから、公平性を考慮し  

当社も基準日を合わせるとともに、基準日の株価だけをとらえては妥当性がないことから、

より合理性を得るため基準日をはさむ前後 5日の 11 日間といたしました。 

大酒販については、A)収益還元法（収益還元価値法と DCF 法）と、B)純資産法による算
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定評価額を 0.7：0.3 の割合で加重平均し、１株あたりの評価額を算定しました。以下に

その手順を示します。 

 

A）収益還元法 

収益還元法には収益還元価値法と DCF法の二通りがあり、各々による算定結果を単純平

均した評価額を収益還元法による算定結果としました。 

ⅰ収益還元価値法 

収益を利益として展開し、企業の価値および株価を評価しました。予想収益の見積もり

は、３カ年（平成 20年 3 月期～平成 22 年 3 月期）までとしました。 

予想収益（3カ年平均）を株主資本コストで除して企業価値を算定し、その企業価値を

株式総数で除して１株当たりの評価額を 134,632 円と算定しました。 

ⅱDCF 法 

収益を資金上の収入（予想 FCF）として展開し、企業の価値および株価を評価しました。 

予想 FCF の見積もりは、３カ年（平成 20 年 3 月期～平成 22 年 3月期）までとしました。

4年目以降の継続価値については、予想 FCF の 3カ年平均値が永続する前提として算定

しました。 

3 カ年の予想 FCF をそれぞれ加重平均資本コストで除した額の合計に、継続価値を加え、

有利子負債の時価を減じ、非事業用資産の合計額を加えて企業価値を算定し、その企業

価値を株式総数で除して１株当たりの評価額を 222,417 円と算定しました。 

収益還元法による1株当たり評価額の算定結果収益還元価値法とDCF法によって算定さ

れた1株当たり評価額の単純平均により、収益還元法における1株当り評価額を178,525

円としました。 

B）純資産法  

企業のストックとしての純資産に着目し、企業の価値および株価を評価しました。 

平成 19 年 9 月期実績について精査し、必要な修正を加えた財務諸表を基に算定を行い

ました。修正後の純資産額を発行済株式総数で除し、純資産法における 1 株当たりの 

評価額を 66,493 円と算定しました。 

C）算定結果 

     収益還元法（収益還元価値法と DCF 法）と、純資産法による算定評価額を 0.7：0.3 の

割合で加重平均して１株当たりの評価額を 144,915 円と算定しました。 

 

上記算定結果を踏まえ、当社は、大酒販と協議した結果、大酒販の一株当たりの評価額

は 128,495 円が妥当であると判断いたしました。 

以上の経緯を踏まえ、当社は、平成 20年 3 月 21日開催の取締役会において、株式交換

比率を次のとおりとすることを含む株式交換契約の締結について決議し、同日、大酒販と

の間で株式交換契約を締結いたしました。なお、次の株式交換比率は、デューディリジェ

ンスの結果も踏まえ、当事会社の資産状態または経営状態に重大な変更等が生じた場合は、

当事会社間で協議の上変更することがあります。 
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②  算定機関との関係 

日本 IPO コンサル株式会社は、当社および大酒販の関連当事者には該当しません。 

③ 株式交換完全子会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

大酒販は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（４）発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

   今回の株式交換による新株式の発行規模は、発行済株式総数 24,740 株の約 3.38 倍とな

り、株式の希薄化は生じますが、大酒販を完全子会社化することにより資産および収益を

確実に一体化して捉えられ、経営の安定化および収益の拡大が見込まれ業績に寄与する 

ものと考えております。上場企業として事業を継続発展させ企業価値を高めるため、また、

当社の事業強化および今後の事業発展のスピードを高め収益の向上を図るための施策と

して、重要で戦略的に必要であると判断しております。従いまして、当社をご支援いただ

く既存株主の利益保護を図るためにも、株式交換の発行数量の希薄の規模は合理的である

と判断しております。 
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３．当事会社の概要 

（ジー・エフ：平成 19 年 10月 31 日現在、大酒販：平成 19 年 3 月 31日現在） 

株式会社ジー・エフ 大酒販株式会社 (1) 商号 

（完全親会社） （完全子会社） 

(2) 事業内容 
情報通信事業 

酒類・飲料・食料品等の 

卸売販売事業 

(3) 設立年月日 平成 3年 3月 11 日 昭和 48 年 7月 23 日 

(4) 
本店所在地 

東京都文京区大塚三丁目 20 番１号 神奈川県横浜市中区山下町 252 番

地 

(5) 代表者の 

役職・氏名 
代表取締役社長 仲吉 昭治 代表取締役 名倉 隆 

(6) 資本金 364,750 千円 1,019,000 千円 

(7) 発行済 

株式数 
12,340 株 20,380 株 

(8) 純資産 88,539 千円(連結) 1,380,242 千円(単体) 

(9) 総資産 1,022,764 千円(連結) 5,864,083 千円(単体) 

(10) 決算期 10 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 従業員数 85 名（連結） 4 名（単体） 

(12) 主要取引先 

協立電機株式会社 

ダイワボウ情報システム株式会社 

株式会社 NTT データ 

株式会社マインマート 

サリ株式会社 

仲吉 昭治 22.4 % ㈱マインマート 100.0 %  

仲吉 禮子 4.3 %    

㈱バンダイナムコ

ホールディングス 
3.2 %    

ニッセイ･キャピタ
ル㈱ 

2.9 %    

武井 毅 2.5 %     

(13) 
大株主及び 

持株比率 

武末 康晴 2.5 %     

(14) 
主要取引 

銀行 

三菱東京 UFJ 銀行 

りそな銀行 

三井住友銀行 

みずほ銀行 

三井住友銀行 

みずほ銀行 

 

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。 

取引関係 当該事項はありません。 
(15) 

当事会社の 

関係 

関連当事者への該当状況 当該事項はありません。 
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(16)  

最近 3年間の 

業績 

株式会社ジー・エフ（連結） 

（完全親会社） 

株式会社大酒販（単体） 

（完全子会社） 

決算期  
平成 17年 

10 月期 

平成 18年 

10 月期 

平成 19年 

10 月期 

平成 17年 

3月期 

平成 18年 

3月期 

平成 19年 

3月期 

売上高 （千円） 2,547,755 2,387,038 1,689,172 52,143,654 43,881,908 39,352,070 

営業 

利益 
（千円） 337,546 20,235 △421,825 276,139 203,624 432,017 

経常 

利益 
（千円） 306,726 1,505 △468,077 293,230 213,792 406,211 

当期 

純利益 
（千円） 179,801 △110,221 △584,510 144,416 △402,718 357,007 

純資産 （千円） 821,783 691,954 88,539 1,426,483 1,023,444 1,380,242 

総資産 （千円） 1,549,151 1,684,883 1,022,764 6,166,988 4,959,973 5,864,083 

1 株当り 
当期 
純利益 

（円．銭） 14,570.63 △8,932.05 △47,367.12 7,086.17 △19,760.47 17,517.56 

1 株当り
年間 
配当金 

（円．銭） 3,000 500 - - - - 

1 株当り 

純資産 
（円．銭） 66,595.07 54,879.85 6,691.30 69,994.26 50,218.06 67,725.34 

(注)〔株式会社ジー・エフ（完全親会社）〕 

1.(5)の代表者は、仲吉 昭治氏に変わり、平成 20年 1 月 29 日付にて岡田 博之氏になってお

ります。 

2.(6)の資本金は、平成 20 年 2 月 29 日付にて 600,350 千円となっております。 

3.(7)の発行済株式数は、平成 20 年 2月 29 日付にて 24,740 株となっております。 

4.(13)の大株主及び持株比率は、平成 20年 2 月 29日付にて筆頭株主が日本アジアホールディン

グズ株式会社（50.12％）になっております。 

(注)〔大酒販株式会社（完全子会社）〕 

1.(5)の代表者は、名倉 隆氏に変わり、平成 20 年 4 月 1日付にての根村 彰夫氏（平成 20 年

4 月 25 日開催の臨時株主総会にて㈱ジー・エフの取締役に就任予定）が代表取締役に就任の

予定です。 

2.(13)の大株主及び持株比率は、平成 20 年 3 月 1日付にて、㈱マインマートから JA 日本リバイ

バル戦略ファンド 1号投資事業有限責任組合に全株譲渡されており、同有限責任組合が 100％

の株主となっております。 
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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、代表者の役職・氏名 

大酒販の商号については、本株式交換の効力発生日以降に「ＧＦ酒販株式会社(仮称)」に

変更することを検討しております。持株会社が株式会社ジー・エフグループとなることを

踏まえ、より親和性のある社名に変更することで、グループ企業であることをより的確に

反映し、顧客の皆様にご理解いただけるものと期待しております。それ以外の事項につい

ては両当事者ともに「3.当事会社の概要」から変更の予定はございません。 

 

（２）資本金 

本株式交換による資本金の増加はございません。 

 

（３）会計処理の概要、総資産、純資産、決算期 

本株式交換の実施により、大酒販が連結対象子会社となる見込みです。のれんの概算額、

総資産、純資産、決算期等の変更については、本株式交換の効力発生日以降、明らかにな

り次第公表いたします。 

 

（４）今後の見通し 

当社の連結業績に与える影響等については、明らかになり次第公表いたします。 
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Ⅱ会社分割について 

１．会社分割（新設分割）の目的 

当社は会社分割により、一層効率的かつ機動的な事業運営体制の確立を目的として持株会社

体制に移行するものであります。当社の全事業（オートコールシステム事業に関わる営業・  

開発等の本社部門を含む。）を新設分割により新たに設立する株式会社ジー・エフ（なお、現 

株式会社ジー・エフは平成20年6月2日をもって商号を株式会社ジー・エフグループ：ＧＦ Group 

Co．，Ltd．へ変更予定。）に承継させる新設分割を行います。事業を承継する新設会社は、機

動的な営業施策を推進し、事業分野での業績の拡大を目指した経営に専念し、業務の効率化お

よび合理化を推進し収益の向上を目指します。 

新体制下では、持株会社がグループ全体のマネージメント（具体的には、グループ全体の経

営戦略の策定、経営管理、財務および人事戦略、広報・ＩＲ、コンプライアンス・リスク管理

等）を担い、共通機能の効率化および合理化を強力に推進し、Ⅰの株式交換の目的で説明いた

しましたように、新生ジー・エフグループとして、企業価値の向上と事業基盤の拡充を図るこ

とを目的といたします。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）新設分割の日程 

 株主総会基準日    平成 20 年 3月 ５日 

  分割計画書承認取締役会   平成 20 年 3月 21 日 

  分割計画書承認臨時株主総会  平成 20 年 4月 25 日 

  商号変更日    平成 20 年 6月 ２日 

  分割の効力発生日（新会社設立登記日） 平成 20 年 6月 ２日 

   

（２）分割の方式 

 株式会社ジー・エフを分割会社とし、新設会社に主たる事業を承継する新設分割方式です。 

 

（３）割当株式数 

  1,000 株 

 

（４）分割により減少する資本金等 

  該当する事項はありません。 

 

（５）分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

  株式会社ジー・エフはストックオプションとして新株予約権を発行しておりますが、 

会社分割に際して、新株予約権は新設会社へ承継しません。 
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（６）新設会社が承継する権利義務 

  新設会社は、分割期日に株式会社ジー・エフのすべての事業に係る資産・負債（現預金

の一部、投資有価証券および借入金等を除く）およびこれに付随する一切の権利義務なら

びに一切の契約上の地位およびこれらの契約に基づいて発生した一切の権利義務を承継

します。 

 

（７）債務履行の見込み 

  当社は平成 19 年 10 月 31 日現在の貸借対照表における資産および負債の額を基礎に、 

会社分割により当社が新設会社に承継させる予定の資産および負債の額等を考慮し、会社

分割後に予想される当社および新設会社の資産および負債の額、ならびに収益状況につい

て検討した結果、その債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されない

ため、当社は、会社分割後の当社および新設会社の負担すべき債務について、履行の見込

みがあるものと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要 

株式会社ジー・エフ（分割会社） 新設会社（承継会社） 

(1) 商号 ※平成 20年 6月 2日をもって 

株式会社ジー・エフグループに商号変更予定 
※商号を株式会社ジー・エフとします。 

(2) 事業内容 情報通信事業 情報通信事業 

(3) 設立年月日 平成 3年 3月 11 日 平成 20 年 6月 2 日 

(4) 本店所在地 東京都文京区大塚三丁目 20 番１号 東京都文京区大塚三丁目 20 番１号 

(5) 
代表者の 

役職・氏名 
代表取締役社長 仲吉 昭治 代表取締役社長 岡田 博之 

(6) 資本金 364,750 千円 50,000 千円 

(7) 
発行済 
株式数 

12,340 株 1,000 株 

(8) 純資産 88,539 千円 (連結） 未定  

(9) 総資産 1,022,764 千円 (連結） 未定  

(10) 決算期 10 月 31 日 10 月 31 日 

(11) 従業員数 85 名（連結） 
平成20年6月1日時点の分割会社の 

全従業員を承継 

(12) 主要取引先 

協立電機株式会社 

ダイワボウ情報システム株式会社 

株式会社 NTT データ 

協立電機株式会社 

ダイワボウ情報システム株式会社 

株式会社 NTT データ 

仲吉昭治 22.4 % 
株式会社ジー・エフグ

ループ 
100.0 % 

仲吉禮子 4.3 %    

株式会社バンダイナム
コホールディングス 

3.2 %    

(13) 大株主及び 

持株比率 

ニッセイ･キャピタル株
式会社 

2.9 (%)    
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武井 毅 2.5 %    

武末 康晴 2.5 %    

(14) 
主要取引 

銀行 

三菱東京 UFJ 銀行 

りそな銀行 

三井住友銀行 

みずほ銀行 

三菱東京 UFJ 銀行 

りそな銀行 

三井住友銀行 

みずほ銀行 

資本関係 分割会社は、承継会社の株式を 100％保有します。 

人的関係 
分割会社の役員の一部が承継会社の役員を兼務

します。 

取引関係 分割会社は、承継会社の持株会社となります。 
(15) 

当事会社の 

関係 

関連当事者への該当状

況 
承継会社は、分割会社の連結子会社となります。 

(16) 最近 3年間の業績 

 分割会社（株式会社ジー・エフグループに商号変更予定）の業績は、前記「Ⅰ株式交換

について」をご参照ください。 

(注)1.株式会社ジー・エフ（分割会社）の概要は、平成 19 年 10 月 31 日時点、新設会社（承継会

社）の概要は分割後の予定であります。 

2.(5)の代表者は、平成 20 年 1 月 29 日付にて岡田 博之氏になっております。 

3.(6)の資本金は、平成 20 年 2 月 29 日付にて 600,350 千円となっております。 

4.(7)の発行済株式数は、平成 20 年 2月 29 日付にて 24,740 株となっております。 

5.(13)の大株主及び持株比率は、平成 20 年 2月 29日付にて筆頭株主が日本アジアホールデ

ィングズ株式会社（50.12％）になっております。 

 

４．分割する事業の経営成績、分割する資産・負債の項目および金額 
（１）分割する事業の経営成績（平成 19 年 10月期） 

            （千円）  

 分割する事業（A） 平成 19 年 10 月期実績（B） （A）/（B） 

売上高 1,689,172 1,689,172 100％ 
営業利益 △87,534 △424,375 ― 
経常利益 △98,621 △468,077 ― 

 

（２）分割する資産・負債の項目及び金額 

       （千円） 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 319,203 流動負債 196,768 

固定資産 79,032 固定負債 30,718 

合  計 398,236 合  計 227,486 
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（３）承継会社の状況 

①商 号 株式会社ジー・エフ 

②事 業 内 容 情報通信業 

③本店所在地 東京都文京区大塚三丁目 20 番１号 

④代 表 者 岡田 博之 

⑤資 本 金 50,000 千円 

⑥決 算 期 10 月 31 日 

 
５．株式交換及び会社分割後の上場会社（持株会社）の状況 

(1) 商号 株式会社ジー・エフグループ 

(2) 事業内容 グループ会社の経営企画・管理ならびにこれに付随する業務 

(3) 本店所在地 東京都文京区大塚三丁目 20 番１号 

代表取締役 岡田 博之 

取締役 加藤 伸一 

取締役（社外） 山下 哲生 

取締役（社外） 根村 彰夫 

取締役（社外） 清見 義明 

常勤監査役 立石 紀之 

監査役（社外） 天木 清次 

(4) 
代表者及び 

役員の就任予定 

監査役（社外） 村上 和史 

(5) 資本金 600,350(千円) 

(6) 純資産 未定 

(7) 総資産 未定 

(8) 決算期 10 月 31 日 

    （注）１．取締役会長 仲吉昭治、専務取締役 道脇正浩および取締役 貝川和彦の各氏は、

新設会社の経営に専念するため、会社分割の効力発生日の6月2日付にて辞任し、

承継会社の取締役に就任の予定です。 

２．監査役 廣瀬哲也、木村峻郎の両氏は、4月 25日開催の臨時株主総会終結の時

をもって辞任の予定です。 

３．取締役（社外）山下哲生氏は会社分割の効力発生日の 6 月 2 日付にて、取締役

会長（社外）に就任の予定です。 

 

６．会社分割による業績の見通し 

 承継会社は持株会社の完全子会社となるため、会社分割が当社の連結業績に与える影響は

軽微であります。また、単体業績につきましては、持株会社となるため、収入は子会社から

の配当およびグループ経営管理収入が主となり、費用は持株会社としての機能に係るものが

主となる予定です。 



 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
  

 12 

Ⅲ商号の変更について 

 （１）新商号： 株式会社ジー・エフグループ（英文 ＧＦ Group Co．，Ltd．） 

 （２）変更予定日： 平成 20 年 6月 2日 

 （３）変更の理由： 株式交換により大酒販株式会社を完全子会社化すること、および会社を

新設分割により持株会社化することに伴い社名を明確化するため。 

 

以 上 


