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株式交換契約締結及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 

 

株式会社DPGホールディングス（以下、「DPGホールディングス」）は、本日開催の取締役会におい

て、株式会社インターネットペイメントサービス（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「インターネットペイメントサービス」）を株式交換により完全子会社

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。 

また、当該株式交換契約締結により、当社の主要株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせ

いたします。 

 

記 

 

Ⅰ．株式交換契約の締結 

 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

DPG ホールディングスは、平成 20 年 4 月 1日付会社分割により純粋持株会社へ移行し、収益確保を

最優先課題としたグループ戦略を進めています。インターネットペイメントサービスでは、インター

ネットおよびモバイルのＥＣサイトにおけるクレジット決済システムの提供を行っております。電子

商取引の拡大により、インターネットペイメントサービスが提供する決済サービスは順調に増加して

います。DPG ホールディングスはインターネットペイメントサービスを子会社化することで収益基盤

を確立すると共に、既存事業との連携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７月 24 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８月４日（予定）   株式交換契約書承認株主総会 

（インターネットペイメントサービス） 

    平成 20 年８月 15 日（予定） 株式交換期日 

 

（注）DPG ホールディングスについては、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。 
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（２） 株式交換比率 

 
DPG ホールディングス 

（完全親会社） 

インターネットペイメントサービス

（完全子会社） 

株式交換比率       １ 10 

 （注） 

１．株式の割当比率 

インターネットペイメントサービスの普通株式１株に対して、DPG ホールディングスの

普通株式 10 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 

・DPG ホールディングスについては、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６月 24 日～平成 20 年７月 23 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（18,355 円）を基にした評価額（18,000 円）を、前月末の

発行済株式数（62,903 株）に乗じて、総資産（1,132,254,000 円）と算出しました。 

・インターネットペイメントサービスについては、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

7,187 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（6,550 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

インターネットペイメントサービスの個別性が表現されているＤＣＦ法による結果

（7,187 万円）を現在価値とし、発行済み株式数（413 株）で除して一株価値（174,016

円）を算出しました。 

・株式交換比率の算出 

インターネットペイメントサービスの一株価値（174,016 円）を DPG ホールディングス

の一株評価額（18,000 円）で除して、四捨五入により交換比率（１：10）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  4,130 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。 
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３．株式交換の当事会社の概要 

株式会社DPGホールディングス 株式会社インターネットペイメントサービス 
1. 商号 

（完全親会社） （完全子会社） 

2. 事業内容 持株会社 
ECサイトにおけるクレジットカード

決済システムの提供 

3. 設立年月日 平成10年6月18日 平成13年11月6日 

4. 本店所在地 東京都品川区西五反田二丁目30番4号 東京都品川区西五反田二丁目30番4号 

5. 代表者 代表取締役会長 兼 CEO   藤田 幹夫 代表取締役社長  朝田 篤 

6. 資本金    (※) ７６８,４８０千円 ５３，６００千円 

7. 発行済株式総数(※) ５８，２１９株 ４１３株 

8. 株主資本   (※) ４５７，３４１千円 ６５，１５２千円 

9. 総資産    (※) １，０５６，９９７千円 ７２９，２２４千円 

10. 決算期 １２月３１日 ３月３１日 

11. 従業員数 ７名 １６名 

12. 主要取引先 

日本興亜損害保険(株) 

(株)東京商工リサーチ 

(株)アイネット 

(株)トライバルメディアハウス 

eNETS Pte.Ltd. 

テレコムクレジット株式会社 

㈲グローバルキャピタル 19.7％ 朝田篤 100％

藤田幹夫 12.6％  

㈱アドバックス 8.5％  

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 

㈱りそな銀行 

16．最近３決算期間 

の業績（連結） 

株式会社DPGホールディングス 

（完全親会社） 

株式会社インターネットペイメントサービス 

（完全子会社） 

決算期 17年12月期 18年12月期 19年12月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 

売上高  （千円） 990,128 1,240,206 1,136,901 259,508 340,337 735,594

営業利益 （千円） 35,046 △28,923 △453,486 11,774 3,555 16,146

経常利益 （千円） 11,058 △36,763 △470,282 7,610 5,285 6,288

当期純利益（千円） 10,043 △375,265 △1,161,867 3,957 3,476 1,170

総資産  （千円） 1,852,324 2,099,493 1,172,678 198,094 416,368 726,767

1株当たり当期純利益（円） 853.14 △9,583.36 △22,180.67 9,582.47 8,416.84 2,833.68

1株当たり年間配当金（円） ― ― ― ― ― ―

1株当たり純資産（円） 57,983.44 26,399.21 7,605.32 148,816.25 157,233.09 160,066.78

 

資本関係 当該事項はありません。 

人的関係 
㈱インターネットペイメントサービスの代表取締役社長朝田篤は、

㈱DPGホールディングスの代表取締役社長を兼務しております。 
15．当事会社の関係 

取引関係 当該事項はありません。 

(※) 本欄については、株式会社DPGホールディングスは平成19年12月31日現在、株式会社インターネッ

トペイメントサービスは平成20年3月31日現在の数値を記載しております。 
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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DPGホールディング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 17.1

２ 朝田 篤 7,808 11.6

３ 藤田  幹夫 7,338 10.9

４ 株式会社アドバックス 5,000 7.4

５ 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 6.8

６ 松井証券㈱（一般信用口） 2,242 3.3

７ 三菱商事株式会社 2,000 2.9

７ グレートビガーホールディングスリミテッド 2,000 2.9

７ ライゼンムーンリミテッド 2,000 2.9

 

(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、平成 20 年 3 月 31 日および今回の株式交換に伴う第三者割当による

新株式発行による増加分を反映したものです。 
 

II．主要株主の異動 

 

１．異動が生じた経緯 

本件株式交換契約の締結により、主要株主の異動が発生する見込みであります。 

２．当該株主の名称等 

新たに主要株主となるもの    氏名：朝田篤 

住所：東京都目黒区 

３．当該株主の議決権の数および総株主の議決権の数に対する割合 

朝田篤 
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 

（平成20年７月24日現在） 

3,678個

（3,678株）
5.8％ 第5位

異動後 
7,808個

（7,808株）
11.6％ 第2位

＊議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数    0株 

平成20年８月15日現在（予定）の発行済株式総数        67,033株 
４．異動予定年月日 

 平成20年８月15日 

以    上 
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