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１【提出理由】

　当社及び東洋商事株式会社（以下「東洋商事」といいます。）は、平成29年２月７日開催の当社の取締役会及び東洋

商事の株主総会において、当社を株式交換完全親会社とし、東洋商事を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本

株式交換」といいます。）を行うことを決議し、両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締

結しました。

　このため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定

に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

（１）本株式交換の相手会社についての事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 東洋商事株式会社

本店の所在地 東京都品川区西五反田一丁目３番８号

代表者の氏名 代表取締役　西澤　淳

資本金の額 10百万円（平成28年７月１日現在）

純資産の額 384百万円（平成28年９月30日現在）

総資産の額 1,481百万円（平成28年９月30日現在）

事業の内容 業務用総合食品卸売業
 

　

　②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）

事業年度 － － 平成28年９月期

売上高 － － 1,493

営業利益 － － 1

経常利益 － － 1

当期純利益 － － 2
 

（注）東洋商事は平成28年７月１日設立です。また、「②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常

利益及び純利益」については、設立第１期（平成28年７月１日から平成28年９月30日）を記載しております。

　

　③大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の氏名又は名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）

株式会社田中文悟商店 100
 

　

　④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係
当社の取締役である西澤淳が東洋商事の代表取締役を、
また、当社の取締役である田中文悟が東洋商事の取締役
を務めております。

取引関係 該当事項はありません。
 

　

（２）本株式交換の目的　

当社グループは、当社と連結子会社８社及び持分法適用関連会社３社で構成されております。具体的には、当社

は、グループ管理を行っており、盛田株式会社（以下「盛田」といいます。）、株式会社老田酒造店等は、醤油・調

味料、清酒、漬物及び飲料等を製造・販売し、株式会社アルカン（以下「アルカン」といいます。）は、主にヨー

ロッパ等からフランス料理等の食材やワイン等を輸入・販売しております。

　当社グループは、中期経営計画（平成28年９月期～平成30年９月期）で「事業戦略」「人材戦略」「財務戦略」の

３つの戦略を掲げ、総合食品アライアンス企業として外部提携・Ｍ＆Ａも推進しつつ、消費者ニーズにあった商品を

開拓・開発・アピールすることで、業界での存在感を確立させ事業基盤を強化するとともに収益性の向上を図ってお

ります。また、業務資本提携先である株式会社アスラポート・ダイニンググループとの関係性を更に強化し、両社グ
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ループシナジーを追求した運営を行い、新経営体制のもと経営強化を図りグループ戦略・施策を推進することで、安

定的な収益基盤の確立及び持続的成長を目指しております。

　東洋商事は、10ヶ所の営業所から自社物流にてそば屋を中心とした独立生業飲食店へ、自社開発のプライベートブ

ランド、冷凍食品、チルド食品、乾物、調味料、米、油等の業務用食材、酒類やお箸などの資材に至るまで全てが揃

う業務用総合食品商社業を主業務としております。その他、首都圏を中心にスーパー等の惣菜売り場へ販売計画の提

案から食材の提供、全国外食チェーンへ物流の提案から業務用食材の提供、業務用通信販売にて全国各地の外食店舗

等へ食材提供を行っております（なお、旧東洋商事株式会社は、本業である食品の卸売、配送及び通販事業部門に経

営資源を集中することで会社規模を拡大・発展させる目的で、平成28年7月1日をもって、同部門と投資部門とに会社

分割をいたしました。当社が本株式交換で取得する会社は、同社から新設分割で設立された事業部門の会社となりま

す）。

　当社は、今後、東洋商事が東北・関東・北陸・関西を中心に全国において保有している物流機能を当社グループに

取り込むことにより、6,000件以上のお客様へのダイレクトな商品提供、10ヶ所の営業所からの自社物流をはじめ、全

国外食チェーンに対応できる物流網や業務用通信販売で培った宅配網を駆使し、グループ全体としての物流スケール

メリットが追求出来ると考えております。また、同社の顧客である独立生業飲食店、スーパー、惣菜販売店、全国外

食チェーン及び通信販売顧客からの要望を、当社の事業子会社である盛田やアルカンが得られることによって、新た

な商品開発・提案が可能となり、これまで以上に最終消費者へのサービス向上及びシナジー効果が期待出来ると考え

ております。これらの理由により、東洋商事を子会社化することでより成長力の高い企業グループになることが可能

であると判断したこと、また、同社の株式の取得に際しては、中期経営計画の「財務戦略」として資本増強を掲げて

おり、当社の現時点における財務状況、今後の事業拡大に伴う手元流動性資金確保等の観点から、金銭による取得で

はなく株式交換にて完全子会社化することが相当であると判断したことから、本株式交換を実施することといたしま

した。

　

（３）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当の内容、その他の本株式交換契約の内容

①本株式交換の方法

　当社を完全親会社、東洋商事を完全子会社とする株式交換となります。本株式交換において、当社は会社法第

796　条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を受けずに、東洋商事は平成29年２月７

日開催の臨時株式総会において本株式交換の承認を得た上で、平成29年３月１日を効力発生日として行う予定で

す。

　

②本株式交換に係る割当ての内容

会社名
当社

（株式交換完全親会社）
東洋商事

（株式交換完全子会社）

株式交換に係る割当の内容 １ 14,634.15

株式交換により発行する新株式数 普通株式：14,634,150株
 

（注）本株式交換に係る割当の比率

　　　　東洋商事株式１株に対し、当社株式14,634.15株を割当交付いたします。

　

③その他株式交換契約の内容

　当社が、東洋商事との間で平成29年２月７日に締結した株式交換契約の内容は、以下のとおりであります。

　

株式交換契約書

　

　ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社（以下「甲」という。）と東洋商事株式会社（以下「乙」とい

う。）は、次の通り株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。

　

第１条（株式交換）

　甲および乙は、甲が乙の株式交換完全親会社となり、乙が甲の株式交換完全子会社となるため、会社法第７６７条

に定める株式交換（以下「本株式交換」という。）を行う。
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第２条（効力発生日）

　本株式交換の効力発生日（以下「効力発生日」という。）は、平成２９年３月１日とする。ただし、手続の進行に

応じ必要があるとき、またはやむを得ない事情が生じた場合には、甲乙協議のうえ、これを書面により変更すること

ができる。

　

第３条（株式交換に際して交付する株式）

　　甲は、本株式交換に際して１４，６３４，１５０株を発行する。

２．甲は、前項で発行する株式を、乙の株主に対して、その所有する乙の株式１株に対し、甲の株式１４，６３４．１

５株の割合をもって、効力発生日に割当交付する。

３．前項で割当交付を受ける乙の株主は、効力発生日の前日において乙の株主名簿に記載または記録された株主とす

る。

４．甲は、前３項に伴う甲の株主名簿の書換を効力発生日に行うものとする。

５．乙は、株式交換に伴う乙の株主名簿の書換を効力発生日に行うものとする。

　

第４条（増加すべき資本金および準備金の額等）

　　本株式交換により増加すべき甲の資本金および準備金の額等に関する事項は、次の通りとする。

（１）増加資本金の額 　　　　金０円

（２）増加資本準備金の額 　　会社計算規則第３９条に定める株主資本等変動額

（３）増加利益準備金の額 　　金０円

２．前項各号の金額は、甲乙協議のうえ、効力発生日の乙の資産状況を考慮して、変更することができる。

　

第５条（表明保証）

　甲および乙は、互いに相手に対して、自己の株主が別紙株主名簿の通りであり、名義株主および新株予約権者が存

在しないこと、他人名義の株主が存在しないこと、株主に反社会的人物が存在しないことを表明し保証する。

２．甲および乙は、互いに相手に対して、自己が提出した自己の財務諸表の内容が真実かつ適正であることを保証し、

貸借対照表に計上されていない保証債務等、簿外の債務が存在しないことを表明し、保証する。

３．甲および乙は、互いに相手に対して、その従業員に対して未払いの賃料、時間外手当、社会保険料などの労働契約

に関する債務は存在しないことを表明し、保証する。

４．甲および乙は、互いに相手に対して、自己が所有する土地や建物に有害物質による汚染は無いことを表明し、保証

する。

５．甲および乙は、互いに対して、自己が第三者の特許権、実用新案権、商標権、著作権、意匠権等を侵害していない

ことを表明し、保証する。

６．甲および乙は、互いに対して、あらかじめ別紙により明示しているもの以外に、自己が第三者から何らクレームや

訴訟等を受けておらず、その他、自己に帰属する可能性のある重大な偶発債務が存在しないことを表明し、保証す

る。

　

第６条（株式交換承認）

　甲は、平成２９年２月７日に、取締役会を招集し、本株式交換の承認および本株式交換に必要な事項に関する決議

を求め、承認を得る。

２．乙は、平成２９年２月７日に、株主総会を招集し、本株式交換の承認および本株式交換に必要な事項に関する決議

を求め、承認を得る。

３．株式交換手続進行上の必要性、その他の事由により変更の必要が生じた場合は、甲および乙は協議のうえ、前２項

の開催日を変更することができる。

　

第７条（会社財産の管理等）

　甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意義務をもって、その財産の管

理および業務の運営を行い、その財産および権利義務に重大な影響を及ぼすような事項については、あらかじめ甲乙

協議のうえ、これを行うものとする。
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第８条（役員とその任期）

　　本株式交換により、甲および乙の役員等は変更せず、その任期は、本株式交換により変更されない。

　

第９条（秘密保持）

　甲および乙は、本契約の締結の事実およびその内容を秘密に保持し、第三者に開示または漏洩してはならない。た

だし、株主総会に伴う株主等、本株式交換の手続き上、必要な者への開示を除く。

２．甲または乙による本株式交換に関するプレスリリース、その他外部への公表は、甲乙協議のうえ、日程を決定す

る。

　

第１０条（株式交換条件の変更および株式交換契約の解除）

　甲および乙は、本契約締結の日から効力発生日前日までの間において、天変地異その他双方当事者の責に帰さない

事情により、甲または乙の資産・負債・経営状態などに重大な変更が生じたときは、甲乙協議のうえ、株式交換条件

を変更し、または本契約を解除することができる。

２．前項により変更または解除がなされた場合、甲および乙は互いに損害賠償の請求をしない。ただし、甲または乙の

故意、重過失に起因する場合を除く。

　

第１１条（費用負担）

　　本株式交換の手続にかかる費用は、甲乙協議のうえ、負担者を定める。

　

第１２条（本契約の効力）

　本契約は、甲または乙の株式交換承認に関する取締役会または株主総会の承認が得られないとき、または法令に定

められた関係官庁等の許認可がないときは、その効力を失う。

２．前項により解除がなされた場合、甲および乙は互いに損害賠償の請求をしない。ただし、甲または乙の故意、重過

失に起因する場合を除く。

　

第１３条（協議事項）

　本契約に規定するもののほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に基いて、甲乙協議のうえ、これを

決定するものとする。

　

第１４条（合意管轄）

　　本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

　

　

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

　

平成２９年２月７日

　

甲

　　　　　香川県小豆郡小豆島町苗羽甲１８５０番地

　　　　　ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

　　　　　代表取締役　檜垣　周作

　

乙

　　　　　東京都品川区西五反田１丁目３番８号

　　　　　東洋商事株式会社

　　　　　代表取締役　西澤　淳
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（４）株式交換に係る割当の内容の算定根拠

①割当の内容の根拠及び理由

　当社及び東洋商事は、独立した第三者算定機関である中山会計事務所から当社が提出を受けた株式交換比率の算

定結果、並びに当社及び東洋商事の財務の状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえて、当社及び東洋

商事で慎重に協議を重ねた結果、最終的には上記株式交換比率が、中山会計事務所が算定した株式交換比率の算定

結果のレンジ内であり、それぞれの株主の利益に資するものであるとの判断に至り合意しました。なお、この株式

交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、当社及び東洋商事の協議により変更する

ことがあります。

 
　　②算定に関する事項

　　　イ　算定機関の名称及び上場会社との関係

　本株式交換の株式交換比率につきましては、その公平性・妥当性を確保するため、当社は当社及び東洋商事

から独立した第三者算定機関である中山会計事務所に依頼をし、平成29年２月６日付で、株式交換比率に関す

る算定書を取得しました。なお、中山会計事務所は当社及び東洋商事の関連当事者に該当しません。

 
　　　ロ　算定の概要

　独立した第三者評価機関である中山会計事務所は、当社については、東京証券取引所市場第二部に上場して

いることから、市場株価方式（算定基準日を平成29年２月６日とし、算定基準日の終値及び算定基準日から遡

る１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月の各期間の株価終値の単純平均）を算定の基礎としております。

 
採用手法 算定結果（円／株）

市場株価法 39～44
 

 
　独立した第三者評価機関である中山会計事務所は、東洋商事については、その株式は上場されておらず、市

場株価法は使用できないことから、非上場会社であるものの、比較可能な類似上場会社が複数存在し、株式価

値の類推が可能であることから類似会社比較法を、また、企業の将来の事業活動の状況を評価に反映するため

にディスカウント・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」といいます。）をそれぞれ採用し算定を行いまし

た。いずれの算定方式についても、平成28年11月30日を算定基準日としております。

 
　東洋商事が策定した５ヶ年(平成29年９月～平成33年９月期)の事業計画のうち、平成29年９月期から平成31

年９月期までの３ヶ年の事業計画を財務予測(DCF法による将来キャッシュ・フローの予測期間)として採用して

おります。今後、各事業部門(直販、デリカ、外食、通販)において、新規開拓等による売上増加や仕入のコス

トダウンを推進することにより、各期の営業利益は、平成29年９月期が32百万円、平成30年９月期が34百万

円、平成31年９月期が52百万円を見込んでおります。

 
採用手法 算定結果（円／株）

類似会社比較法 583,415～819,968

DCF法 562,508～639,558
 

 
　　　　　以上の結果、株式交換比率は以下のとおりです。

 
採用手法 株式交換比率

当社 東洋商事  

市場株価法 類似会社比較法 １：13,259.4～21,024.8

市場株価法 DCF法 １：12,784.3～16,398.9
 

 
　中山会計事務所は、株式交換比率の分析に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等

を原則そのまま採用し、採用した情報等が、全て正確かつ完全なものであるとことを前提としており、独自に
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それらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、中山会計事務所が提出した算定結果は、本株式

交換の株式交換比率の公平性・妥当性についての意見を表明するものではありません。

 
（５）本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

 
商号 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

本店の所在地 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1850番地

代表者の氏名 代表取締役　檜垣　周作

資本金の額 37億57百万円

純資産の額
（連結）現時点では確定しておりません。

（単体）現時点では確定しておりません。

総資産の額
（連結）現時点では確定しておりません。

（単体）現時点では確定しておりません。

事業の内容 食品関連企業グループの企画・管理・運営（持株会社）
 

以上
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