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平成 27 年 12 月 25 日 
 
各 位 

会 社 名 株式会社ジェイグループホールディングス 

（コード番号３０６３：東証マザーズ） 

本社所在地 名古屋市中区栄三丁目４番 28 号 

代 表 者 代表取締役社長 新田   二郎 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 赤工   朝飛 

電 話 番 号 （052）243-0026（代表） 

（URL http://www.jgroup.jp/） 

 

 

グループ組織再編（グループ組織再編（グループ組織再編（グループ組織再編（100100100100％％％％子会社の吸収合併並びに連結子会社間の吸収合併及び連結子会社の商号変更）子会社の吸収合併並びに連結子会社間の吸収合併及び連結子会社の商号変更）子会社の吸収合併並びに連結子会社間の吸収合併及び連結子会社の商号変更）子会社の吸収合併並びに連結子会社間の吸収合併及び連結子会社の商号変更）

に関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせ    

 

 当社は、平成 27年 12月 25日開催の取締役会において、当社及び連結子会社を当事者とするグルー

プ組織再編（以下「本組織再編」という。）を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 なお、本組織再編は、100％子会社の吸収合併ならびに連結子会社間の合併であることから、開示事

項・内容を一部省略して記載しております。 

 

記 

 

１．本組織再編の目的 

 当社グループは、当社及び連結子会社の計 12社において、飲食事業、ブライダル事業、不動産事業、

広告代理業や食品等の卸売業等のその他の事業を行っております。これらの事業のうち、飲食事業は、

居酒屋、レストラン、カフェ等を多業態で展開しており、業態等に応じた複数の子会社で構成されてお

りますが、当期より、店舗運営ノウハウの共有、機動力の向上を図るため、中核の子会社である株式会

社ジェイプロジェクトが主導して、他の子会社を含めた一体的な店舗運営を目指してまいりました。今

回、飲食事業の運営子会社を合併することにより、一体的な運営体制の強化を図るものであります。ま

た、不動産事業及びその他の事業を営む機能子会社についても集約を図り、業務の効率化を進めてまい

ります。 

 

２．本組織再編の概要 

① 飲食事業にかかる子会社の統合 

 株式会社ジェイプロジェクトは、株式会社ジェイエイト、株式会社ディアジェイ、株式会社 SARU

を吸収合併いたします。 

 ② 不動産事業の集約 

  当社は、株式会社ジェイメディックスを吸収合併いたします。 

 ③ 機能子会社の統合 

  株式会社ジェイトレードは、株式会社ジェイキャストを吸収合併し、商号を株式会社ジェイフィー
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ルドに変更いたします。 

＜本組織再編の概要図＞ 

本組織再編にかかる当事会社を記載しております。 

（再編前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（再編後） 
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３．合併の要旨 

（１）当社を存続会社、株式会社ジェイメディックスを消滅会社とする吸収合併 

 ① 合併の日程 

     合併 取締役会決議 日 平成 27年 12月 25日（当社） 

     合 併 取 締 役 決 定 日 平成 27年 12月 25日（株式会社ジェイメディックス） 

     合 併 契 約 書 締 結 日 平成 27年 12月 25日 

     合併の予定日(効力発生日) 平成 28年３月１日 

    なお、本合併は、会社法第 796条第２項に定める簡易合併及び同法第 784条第１項に定める略

式合併の規定により、当社及び株式会社ジェイメディックスにおいて合併契約に関する株主総会

の承認を得ることなく行います。 

 ② 合併の方式 

    当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ジェイメディックスは解散いたします。 

 ③ 合併に係る割当ての内容 

    該当事項はありません。 

 ④ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

    該当事項はありません。 

 ⑤ 再編の当事会社の概要 

名称
株式会社ジェイグループホールディングス

（存続会社）
株式会社ジェイメディックス

（消滅会社）

所在地 名古屋市中区栄三丁目４番28号 名古屋市中区栄三丁目４番28号

代表者の役職・氏名 代表取締役　新田　二郎 代表取締役社長　石川　智巳

事業内容 グループ会社の統括・管理、不動産事業 広告代理業務

資本金 1,068百万円 10百万円

設立年月日 平成９年３月３日 平成８年９月11日

発行済株式総数 8,196,400株 200株

決算期 ２月末日 ２月末日

大株主及び持分比率
（平成27年８月31日現在）

有限会社ニューフィールド　24.67％
サントリー酒類株式会社　3.66％
松永 圭司　2.56％
安田 博　2.51％
新田 二郎　2.44％

株式会社ジェイグループホールディングス
100％

名称
株式会社ジェイグループホールディングス

（存続会社）
株式会社ジェイメディックス

（消滅会社）

純資産 2,026百万円（連結） 45百万円（単体）

総資産 8,659百万円（連結） 647百万円（単体）

１株当たり純資産 253.02円（連結） 226,697.45円（単体）

売上高 13,665百万円（連結） 459百万円（単体）

営業利益 67百万円（連結） 22百万円（単体）

当期純利益 28百万円（連結） 40百万円（単体）

１株当たり当期純利益 3.61円（連結） 201,298.10円（単体）

直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成27年２月期）
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 ⑥ 組織再編後の概要 

    当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。 

（２）株式会社ジェイプロジェクトを存続会社、株式会社ジェイエイト、株式会社ディアジェイ、株式

会社 SARUを消滅会社とする吸収合併 

 ① 合併の日程 

     合併 取締役会決議 日 平成 27年 12月 24日（株式会社ジェイプロジェクト） 

     合併 株主総会承認 日 平成 27年 12月 25日（４社） 

     合 併 契 約 書 締 結 日 平成 27年 12月 25日 

     合併の予定日(効力発生日) 平成 28年３月１日 

 ② 合併の方式 

    株式会社ジェイプロジェクトを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ジェイエイト、株式 

会社ディアジェイ、株式会社ＳＡＲＵは解散いたします。 

 ③ 合併に係る割当ての内容 

    該当事項はありません。 

 ④ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

    該当事項はありません。 

 ⑤ 再編の当事会社の概要 

 

 

 

 

 

 

名称
株式会社ジェイプロジェクト

（存続会社）
株式会社ジェイエイト

（消滅会社）

所在地 名古屋市中区栄三丁目４番28号 名古屋市中区栄三丁目４番28号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　林　裕二 代表取締役社長　木村　直人

事業内容 飲食店の経営 飲食店の経営

資本金 10百万円 ８百万円

設立年月日 平成24年９月３日 平成25年５月８日

発行済株式総数 200株 160株

決算期 ２月末日 ２月末日

大株主及び持分比率
株式会社ジェイグループホールディングス
100％

株式会社ジェイグループホールディングス
100％

直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成27年２月期）

名称
株式会社ジェイプロジェクト

（存続会社）
株式会社ジェイエイト

（消滅会社）

純資産 381百万円（単体） △31百万円（単体）

総資産 3,514百万円（単体） 232百万円（単体）

売上高 9,899百万円（単体） 432百万円（単体）
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 ⑥ 組織再編後の概要 

    存続会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありま

せん。 

 

（３）株式会社ジェイトレードを存続会社、株式会社ジェイキャストを消滅会社とする吸収合併 

 ① 合併の日程 

     合併 株主総会承認 日 平成 27年 12月 25日（両社） 

     合 併 契 約 書 締 結 日 平成 27年 12月 25日 

     合併の予定日(効力発生日) 平成 28年３月１日 

 ② 合併の方式 

    株式会社ジェイトレードを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ジェイキャストは解散い

たします。 

 ③ 合併に係る割当ての内容 

    該当事項はありません。 

 ④ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

    該当事項はありません。 

  

名称
株式会社ディアジェイ

（消滅会社）
株式会社SARU
（消滅会社）

所在地 名古屋市中区栄三丁目４番28号 名古屋市中区栄三丁目４番28号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　相葉　明吉 代表取締役社長　林　芳郎

事業内容 飲食店の経営 飲食店の経営

資本金 ５百万円 ５百万円

設立年月日 平成23年３月３日 平成22年３月３日

発行済株式総数 100株 100株

決算期 ２月末日 ２月末日

大株主及び持分比率
株式会社ジェイグループホールディングス
100％

株式会社ジェイグループホールディングス
100％

直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成27年２月期）

名称
株式会社ディアジェイ

（消滅会社）
株式会社SARU
（消滅会社）

純資産 △70百万円（単体） △25百万円（単体）

総資産 223百万円（単体） 246百万円（単体）

売上高 236百万円（単体） 515百万円（単体）
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 ⑤ 再編の当事会社の概要 

 

⑥ 組織再編後の概要（平成 28年３月１日付予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．今後の見通し 

 本組織再編は、いずれも当社及び当社が 100%を出資する連結子会社が当事者であるため、連結業績

に与える影響は軽微であります。 

 

 

以上 

 

名称
株式会社ジェイトレード

（存続会社）
株式会社ジェイキャスト

（消滅会社）

所在地 名古屋市中区栄三丁目４番28号 名古屋市中区栄三丁目４番28号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　生井　嘉幸 代表取締役社長　二村　篤志

事業内容 食材等の仕入れ・卸売業 人材関連事業

資本金 ５百万円 ５百万円

設立年月日 平成22年４月28日 平成23年９月７日

発行済株式総数 100株 100株

決算期 ２月末日 ２月末日

大株主及び持分比率
株式会社ジェイグループホールディングス
100％

株式会社ジェイグループホールディングス
100％

名称
株式会社ジェイトレード

（存続会社）
株式会社ジェイキャスト

（消滅会社）

純資産 27百万円（単体） 4百万円（単体）

総資産 516百万円（単体） 41百万円（単体）

売上高 1,504百万円（単体） 136百万円（単体）

直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成27年２月期）

名称 株式会社ジェイフィールド

所在地 名古屋市中区栄三丁目４番28号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　林　芳郎

事業内容
食材等の仕入れ・卸売業
人材関連事業
販促・制作事業

資本金 ５百万円

発行済株式総数 100株

決算期 ２月末日

大株主及び持分比率
株式会社ジェイグループホールディングス
100％


