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株式交換契約締結に関するお知らせ 

 

 

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ｐｒｉｍｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ（本社：東京都渋谷区道玄坂一丁目11番３号、代表取締役

社長：杉山洋一、以下「プライム」）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。尚、当社取締役杉山洋一は、本件株

式交換について特別利害関係者に該当するため、本日開催の取締役会決議には参加しておりません。 

 

 

記 

 

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、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。プライムは、

既に店舗のメンテナンス等によるストックを保有しており、今後も事業規模の拡大を予定しています。

DPG ホールディングスはプライムを子会社化することで継続的な収益基盤を確立し、新しいサービス

を中心とする事業再編を展開できると考えております。 

 

２．株式交換の条件等 

（１） 株式交換の日程 

平成 21 年４月 20 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 21 年４月 27 日（予定）  株式交換契約書承認株主総会（プライム） 

    平成 21 年５月 12 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。 

（２） 株式交換比率 

 
DPG ホールディングス 

（完全親会社） 

プライム 

（完全子会社） 

株式交換比率       １ 43 

 （注） 

１．株式の割当比率 

プライムの普通株式１株に対して、DPG ホールディングスの普通株式 43 株を割当て交付

いたします。 
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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（荒井公認会計士事務所）

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３ヶ月

（平成 21 年１月 19 日～平成 21 年４月 17 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（4,273 円）を基に、9.9％のディスカウント率

で再評価した価格（3,846 円）を、前月末の発行済株式数（67,033 株）に乗じて、

企業価値（257,808,918 円）と算出しました。最近３ヶ月間の当社株式価額の変動

幅が大きかったことと、当社グループがまだ債務超過の状態を解消できていないこ

とを考慮し、ディスカウント率を 9.9％といたしました。 

 

・ プライムについては、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。プライムの収益基盤となっている店舗のメンテナンス事業はストック

ビジネスであり、2009 年度より人員増加による事業規模拡大が予定されていること

などを考慮し、プライムの株式価額算定については、財産価値と将来収益性の両面

を照らし合わせて、以下の２つの方法を採用することにいたしました。 

 

ⅰ) 再調達時価純資産法 

2009年２月末日現在の純資産価額 3,815,536 円 

2009年２月末日現在の発行済株式総数 60 株 

2009年２月末日現在の１株当たり純資産価額 63,592 円 

 

ⅱ） ＤＣＦ法 

現在価値（３年） 8,785 千円 

終価 6,920 千円 

ＤＣＦ法による事業価値 15,705 千円 

発行済株式数 60 株  

１株当たり株価 261,750 円  

 

プライムについては、上記２つの方法の平均価値（9,760 千円）を基にした評価額

（10,000 千円）を現在価値とし、発行済み株式数（60 株）で除して四捨五入した結果、

一株価値（166,667 円）を算出しました。 

 

・株式交換比率の算出 

 プライムの一株価値（166,667 円）を DPG ホールディングスの一株評価額（3,846 円）

で除して、四捨五入により交換比率（１：43）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  2,580 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 
1. 商号 

（完全親会社） 

株式会社ｐｒｉｍｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ  

（完全子会社） 

2. 事業内容 純粋持株会社 
店舗等のトータルプランニング及び

メンテナンス 

3. 設立年月日 平成10年６月18日 平成17年５月２日 

4. 本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目27番15号 東京都渋谷区道玄坂一丁目11番３号 

5. 代表者 代表取締役社長 松田純弘 代表取締役社長 杉山洋一 

6. 資本金    (※) ７９８,４８６千円 ３，０００千円 

7. 発行済株式総数(※) ６７，０３３株 ６０株 

8. 株主資本   (※) △５７０，８６２千円 ３，８１５千円 

9. 総資産    (※) ２９４，３３１千円 ３２，７９８千円 

10. 決算期 １２月３１日 ２月２８日 

11. 従業員数 ３４名 ４名 

12. 主要取引先 クロス・エー株式会社 
株式会社リノベーションプランニング 

有限会社キッチンカンパニー 

㈲グローバルキャピタル 17.1％ 杉山洋一 100％

朝田篤 11.6％  

藤田幹夫 9.2％  

小林弘志 8.9％  

13． 
大株主及び議決権比率 

(平成20年12月31日現在) 

㈱アドバックス 7.4％  

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 

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ｐｒｉｍｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ  

（完全子会社） 

決算期 18年12月期 19年12月期 20年12月期 19年2月期 20年2月期 21年2月期

売上高  （千円） 1,240,206 1,136,901 1,116,180 98,170 59,756 68,285

営業利益 （千円） △28,923 △453,486 △375,193 295 △919 2,195

経常利益 （千円） △36,763 △470,282 △386,232 300 △892 2,201

当期純利益（千円） △375,265 △1,161,867 △1,196,395 25 △962 1,720

総資産  （千円） 2,099,493 1,172,678 294,331 6,952 3,270 32,798

1株当たり当期純利益（円） △9,583.36 △22,180.67 △18,735.54 429.88 △16,035.06 28,671.75

1株当たり年間配当金（円） ― ― ― ― ― ―

1株当たり純資産（円） 26,399.21 7,605.32 △8,705.98 50,955.58 34,920.52 63,592.27

 

資本関係 当該事項はありません。 

人的関係 
㈱ｐｒｉｍｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔの代表取締役社長杉山洋一は、㈱DPG

ホールディングスの取締役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20年12月31日現在、 

株式会社ｐｒｉｍｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔは平成21年2月28日現在の数値を記載しております。 

 

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 
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当社の連結業績に与える影響は、平成21年３月20日公表の平成20年12月期決算短信において

お知らせいたしました業績予想に織り込み済みであります。 

（４）企業グループの概要 

 

㈱DPG ホールディングス

（純粋持株会社） 

パレットメディア㈱ 
（出版・広告・SEO 事業） 

㈱エアフォルク 
（組込ソフトの開発） 

㈱ｐｒｉｍｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ 

（店舗等のメンテナンス）

 

（注）本日、別途「子会社の商号変更および本店移転に関するお知らせ」にて公表のとおり、当

社の完全子会社であるクロス・エー株式会社は、平成21年４月20日付でパレットメディア株

式会社に商号を変更しております。 

 

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 16.5

２ 朝田 篤（注）2. 7,778 11.1

３ 藤田  幹夫（注）2. 6,178 8.8

４ 小林 弘志 6,019 8.6

５ 株式会社アドバックス（注）3. 5,000 7.1

６ 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 6.6

７ 杉山 洋一 2,580 3.7

８ エヌ・エス・アール株式会社 2,478 3.5

９ 山田 克礼 2,450 3.5

10 三菱商事株式会社 2,000 2.8

 
（注） 1. 平成 20 年 12 月 31 日（期末日）現在の株主名簿に、今回の株式交換に伴う新株式発行

による増加分を反映したものです。 
2. 朝田篤より平成 20 年 11 月 11 日付で、また、藤田幹夫から平成 20 年 11 月 14 日付で

提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成 20 年 11 月６日時点で以下の株式

を所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては当事業年度末時点における

所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、

大量保有報告書の変更報告書の内容は、以下の通りであります。 

氏名又は名称 住所 

所有株式数

（株） 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％）

藤田幹夫 東京都大田区 7,338 10.95

朝田篤 東京都目黒区 2,778 4.14

この結果、藤田幹夫は主要株主となり、朝田篤は主要株主ではなくなっております。 
3. 株式会社アドバックスが保有していた当社株式 5,000 株につきましては、同社より平成

21 年 1 月 20 日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成 21 年 1 月 13
日付で野村證券株式会社へ売却した旨の報告を受けております。また、野村證券株式会

社より平成 21 年 1 月 21 日、平成 21 年２月５日並びに平成 21 年２月 19 日付で提出さ

れた大量保有報告書及び変更報告書により、当社株式を売却した結果、平成 21 年 2 月

13 日時点で所有株式数が 1,335 株となった旨の報告を受けております。 
以    上 
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