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平成 24 年８月 31 日 

各   位 

 

 

 

 

 

 

四者との資本業務提携に関する基本合意のお知らせ 

 

 

当社は、平成24年８月31日開催の取締役会において、日成ビルド工業株式会社（東証第１部･証券コード：

1916 以下「日成ビルド工業」）、株式会社ラックランド(東証第２部･証券コード：9612 以下「ラックラン

ド」)、株式会社ＳＩＧ（東京都江東区 代表取締役：石川 純一 以下「ＳＩＧ」）及びリーテイルブランデ

ィング株式会社（東京都港区 代表取締役社長：秋元 之浩 以下「ＲＢ」）の四者それぞれとの資本業務提

携を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 資本業務提携の理由  

直営及びフランチャイズにて多店舗展開を行っている当社において、日成ビルド工業、ラックランドは、当

社が展開する新店舗の設営における技術面、機能面および収益構造向上の相互寄与を目的として、ＳＩＧ、Ｒ

Ｂは、システム・流通面での省力化・効率化の施策を実現することを目的として、当社と資本業務提携に関す

る基本契約書を締結し、当社の新店舗出店政策の推進を協業の実例とし、各々の業容の拡大に注力して参りま

す。 

 

２． 資本業務提携の内容  

資本業務提携を行う日成ビルド工業、ラックランド、ＳＩＧ及びＲＢとは、平成24年８月14日に開示してお

ります、「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にありますとおり、第三者割当の方法により、各

328,948株を日成ビルド工業株式会社と株式会社ラックランドに、164,474株を株式会社ＳＩＧに、98,685株を

リーテイルブランディング株式会社に割り当てております。 

また、本日別途開示の「第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ」にありますとおり、第

三者割当による新株式発行についての払込手続きが完了しております。 

当社は、当該四者との間に継続保有に関する書面での取り決めは行っておりませんが、出資は当社との事業

上の協力関係を構築することを目指すものであるため、各社ともに中長期的に保有いただけるものと認識して

おります。 

なお、当該４者に対する、当社の株式の取得はございません。 

 

３． 業務提携の概要  

日成ビルド工業は、プランニングから、施工、アフターサービスに至るトータルサポート体制を有したプレ

ハブ工法等のパイオニアとして名声を得ている会社であり、ラックランドは、食に関する店舗制作の第一人者
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として厨房機器周りも含めた、店舗の企画デザイン・設計・施工・メンテナンスといった、従来の枠組みを超

えた商空間の総合サービスを提供する会社であります。 

当該二者の技術を集約し、日成ビルド工業には躯体外装関係を、ラックランドには設計監理を通して店舗の

内装や設備関係に加え、厨房周りを含めたバックヤードまでの設計・施工・メンテナンスを担っていただき、

企画、立案から施工に至るまで、当社と共に一元管理にて効率化と省コスト化を図り、環境に配慮した高品質

簡易店舗の設営にご協力いただきます。 

また、ＳＩＧは、流通業における商流のバリューチェーンイノベーションを支援する企業グループの持株会

社であり、ＳＩＧグループでは、多店舗展開企業の経営ＩＣＴリソースを提供しております。ＳＩＧグループ

の多店舗展開企業に対するシステム開発のノウハウを当社に提供いただくことで、当社は効率的かつ効果的な

店舗展開を実現して参ります。 

ＲＢは、伊藤忠商事株式会社の社内ベンチャーとして誕生した小売業・流通業に特化した経営支援会社であ

り、流通・小売分野を得意領域としているため、当社のフランチャイズパッケージの再構築・新規フランチャ

イズ加盟者の獲得、集中購買システムの確立などにおいて積極的に支援頂きます。 

今後は、日成ビルド工業、ラックランド、ＳＩＧ、ＲＢの支援協力の下、より迅速かつ効率的な店舗開発を

行い、出店コストを抑えながら積極的な出店政策を推進し、店舗数の増加と売上高の向上を図って参りたいと

考えております。 

 

４． 資本業務提携の相手先の概要  

 

  （１）日成ビルド工業株式会社(東証第１部 証券コード：1916) 

① 商 号  日成ビルド工業株式会社 

② 本店所在地  石川県金沢市金石北三丁目16番10号  

③ 代表者の役職・氏名  取締役社長  森岡 篤弘 

④ 事業内容  プレハブ建築販売事業、プレハブ建築リース事業、 

立体駐車場販売事業、立体駐車場メンテナンス事業  

⑤ 資本金  7,002百万円（平成24年3月31日現在）  

⑥ 設立年月日  昭和36年7月  

⑦ 大株主及び持株比率  有限会社森岡インターナショナル(6.4%) 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）(3.9%) 

株式会社北陸銀行（3.8％） 

株式会社北國銀行(3.8%）      （平成24年3月31日現在） 

  

 

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 議決権所有割合 2.37％ 

⑧ 人的関係 記載すべき関係はありません。 

 取引関係 記載すべき関係はありません。 

 関連当事者への 

該当状況 

記載すべき関係はありません。 

⑨当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

     平成 24 年 3月期 平成 23 年 3月期 平成 22 年 3月期 

純資産 11,819 百万円 9,490 百万円 9,478 百万円

総資産 30,335 百万円 22,946 百万円 24,260 百万円

１株当たり純資産 169.01 円 135.78 円 135.59 円

売上高 41,879 百万円 17,204 百万円 18,367 百万円

営業利益 6,333 百万円 552 百万円 394 百万円
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経常利益 6,436 百万円 545 百万円 477 百万円

当期純利益 2,196 百万円 249 百万円 242 百万円

１株当たり当期純利益 31.43 円 3.56 円 3.47 円

１株当たり配当金  （特）7.00 円 1.00 円 1.00 円

   

（２）株式会社ラックランド(東証第２部 証券コード：9612) 

① 商 号  株式会社ラックランド 

② 本店所在地  東京都新宿区西新宿三丁目18番20号  

③ 代表者の役職・氏名  代表取締役  望月 圭一郎 

④ 事業内容  店舗施設の企画制作事業、商業施設の企画制作事業、 

食品工場・物流倉庫の企画制作事業、店舗メンテナンス事業、 

省エネ・ＣＯ２削減事業、建築事業  

⑤ 資本金  1,524百万円（平成23年12月31日現在）  

⑥ 設立年月日  昭和45年5月  

⑦ 大株主及び持株比率  株式会社エイ・クリエイツ(23.37%) 

福島工業株式会社(8.52%) 

望月圭一郎(5.36%）  (平成23年12月31日現在 自己株式を除く） 

  

 

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 議決権所有割合 2.45％ 

⑧ 人的関係 記載すべき関係はありません。 

 取引関係 記載すべき関係はありません。 

 関連当事者への 

該当状況 

記載すべき関係はありません。 

⑨ 当該会社の最近 3年間の連結経営成績及び連結財政状態 

     平成 23 年 12 月期 平成 22 年 12 月期 平成 21 年 12 月期 

連結純資産 3,635 百万円 3,512 百万円 3,342 百万円

連結総資産 9,694 百万円 9,247 百万円 8,383 百万円

１株当たり連結純資産 493.40 円 476.45 円 454.04 円

連結売上高 15,766 百万円 13,713 百万円 12,611 百万円

連結営業利益 222 百万円 36 百万円 193 百万円

連結経常利益 259 百万円 62 百万円 214 百万円

連結当期純利益 178 百万円 157 百万円 △20 百万円

１株当たり連結当期純利益 24.40 円 21.55 円 △2.75 円

１株当たり配当金 7.00 円 7.00 円 5.00 円

 

（３）株式会社ＳＩＧ 

① 商 号  株式会社ＳＩＧ 

② 本店所在地  東京都江東区亀戸一丁目４番２号 

③ 代表者の役職・氏名  代表取締役  石川 純一 

④ 事業内容  流通業における商流のバリューチェーンイノベーションを支援す

る企業グループの持株会社 

⑤ 資本金  50百万円（平成23年８月31日現在）  

⑥ 設立年月日  平成19年９月  
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⑦ 大株主及び持株比率  石川 純一(100.0%) (平成23年８月31日現在）  

  

 

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 議決権所有割合 1.19％ 

⑧ 人的関係 記載すべき関係はありません。 

 取引関係 記載すべき関係はありません。 

 関連当事者への 

該当状況 

記載すべき関係はありません。 

 

（４）リーテイルブランディング株式会社 

① 商 号  リーテイルブランディング株式会社 

② 本店所在地  東京都港区北青山二丁目12番16号 

③ 代表者の役職・氏名  代表取締役社長  秋元 之浩 

④ 事業内容  集中購買システムの支援、企業・事業におけるM&A仲介FCシステム

構築・加盟開発 

⑤ 資本金  391百万円（平成23年12月31日現在）  

⑥ 設立年月日  平成12年８月  

⑦ 大株主及び持株比率  秋元 之浩 76.0％ 

  

 

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 議決権所有割合 0.71％ 

⑧ 人的関係 記載すべき関係はありません。 

 取引関係 購買物流情報等の改善について業務委託契

約を締結しております。 

 関連当事者への 

該当状況 

記載すべき関係はありません。 

 

５． 日程 

新株式発行取締役会決議日    ：平成 24 年８月 14 日 

申込期日            ：平成 24 年８月 30 日 

払込期日            ：平成 24 年８月 31 日 

資本業務提携契約取締役会決議日 ：平成 24 年８月 31 日 

資本業務提携契約締結日          :平成 24 年８月 31 日 

 

６．今後の見通し 

当社は、本提携により、更なるサービス拡充、収益の拡大、およびオペレーションの効率化を見込んでおり

ます。今後、本提携により当社の当期の業績に対し重大な影響が生じると判明した場合は、速やかに開示させ

ていただきます。 

  

（参考）当期連結業績予想（平成 24 年７月 27 日公表分）及び前期実績   （百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（平成 24年 12 月期） 
20,649 216 239 3

前期実績 

（平成 23年 12 月期） 
20,447 △140 △91 △907

 

以 上 


