
（証券コード2538）
平成30年６月11日

株 主 各 位
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
取締役社長 檜 垣 周 作

　

臨時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよ

うご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に賛否をご表示いただき、平成30年６月25日(月曜日)午後５時30分までに到着する

ようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

１．日 時 平成30年６月26日(火曜日)午前11時

（当日の受付開始は午前10時を予定しております。）

２. 場 所 香川県小豆郡小豆島町西村甲1941-１

小豆島オリーブ公園内 サン・オリーブ

（本臨時株主総会は、開催場所が前回と異なっておりますので、末

尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないよ

うご来場ください。）

３. 目的事項

決 議 事 項

議 案 当社と株式会社アスラポート・ダイニングとの株式交換契約

承認の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類のうち、「株式交換完全親会社の定款の定め」及び「株式交換完全
親会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容」につきましては、法令及び当社定
款 第 14 条 の 規 定 に 基 づ き、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.j-fla.com）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には
記載しておりません。

◎株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項
をインターネット上の当社ウェブサイト（https://www.j-fla.com）に掲載いたしま
すのでご了承ください。
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株主総会参考書類

議案 当社と株式会社アスラポート・ダイニングとの株式交換契約承認の件

当社と株式会社アスラポート・ダイニング（以下「ＡＤ」といいます。）は、当社

は平成30年３月15日開催の、ＡＤは平成30年３月16日開催の取締役会において、Ａ

Ｄを株式交換完全親会社とし、当社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、平成30年３月16日、両社間で株

式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本株式交換を行う理由、本株式交換契約の内容等は次のとおりであります。

なお、本株式交換の効力発生日は、平成30年８月１日を予定しております。

本議案をご承認いただきますと、本株式交換の効力発生日である平成30年８月１

日をもって当社はＡＤの完全子会社となり、それに先立つ平成30年７月27日に、当

社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）は、株式会社東京証券取引所（以下

「東京証券取引所」といいます。）市場第二部において上場廃止（最終売買日は平成

30年７月26日）となる予定です。

１．本株式交換を行う理由

ＡＤグループは、ＡＤと連結子会社20社及び関連会社４社で構成されており、平

成25年度より「食のバリューチェーンを構築する」という目標を掲げ、外食（販売）

事業から流通及び生産事業への進出を果たし、多層的な付加価値を生み出すビジネ

スモデルの構築に取り組んでおります。販売事業においては、フランチャイズ加盟

店もしくはフランチャイズ本部として、「牛角」「どさん子」等の外食フランチャイ

ズを中心に、全国で820店舗（平成30年３月31日現在）展開している飲食店の運営を

行っており、流通事業においては、主に欧州や米国において食料品の卸、加工卸、

仕入販売及び輸入販売を行っており、食品生産事業においては、牛乳、乳製品、小

麦粉調製品等の製造販売の他、牧場の運営も行っております。現在、「食のバリュー

チェーンを構築する」という目標を達成するため、「既存ブランドの競争力強化と成

長」、「ブランド・ポートフォリオの多様化」、「海外市場への進出」、「食品生産事業

と六次産業化への取り組み」の各課題へ積極的に取り組み、ＡＤグループの事業規

模の拡充に努めております。また、平成29年11月27日付開示においてお知らせいた

しましたが、平成31年３月期から始まる３ヵ年の「新中期経営計画～Global Value

Chain 2020」を策定し、当該中期経営計画の実現に向けて事業運営に注力しており

ます。

一方、当社グループは、当社と連結子会社15社及び持分法適用関連会社３社で構

成され、食品類・酒類事業、輸入食品類・酒類販売事業及び国内食品類・酒類卸売
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事業等を営んでおります。食料品・酒類事業においては、醤油・調味料、清酒、漬

物及び飲料等の製造販売を行っており、輸入食品類・酒類販売事業においては、主

に欧州等からフランス料理等の食材やワイン等の輸入販売を行っており、国内食品

類・酒類卸売事業においては、主に、業務用総合食品及び医療・介護用食品の卸売

を行っております。現在、当社グループ全体として、新商品の開発・導入、既存顧

客の深耕、輸出の拡大とともに、さらなるコスト削減にも取り組んでおります。

平成27年６月、円安等を原因とする原材料の価格上昇及び人件費及び物流コスト

の上昇が経営課題となっていた両社は、業務資本提携契約を締結し、国内における

両社グループの事業基盤を活用した販路の拡大及び営業力の強化、両社グループの

食品製造機能を活用したＰＢ商品及びオリジナル商品の共同開発、海外事業のため

の輸出入及び現地での展開に関する協業等を図ってまいりました。その後も両社は

業務面・資本面において提携関係を強化してまいりましたが、依然として先行き不

透明な経済環境が継続しており、食品関連業界における消費者の節約志向に加えて

原材料の価格上昇及び人件費及び物流コストの上昇に改善の兆しが見えない中で、

両社が将来にわたって成長し、社会に貢献していくためには、従来以上にグループ

会社の強みを引き出し、総合力をより高めていくことが急務となっております。ま

た当社の経営再建に必要な設備投資の資金を確保するためには、本株式交換が必須

であり、両社で協議を重ねた結果、平成30年３月16日本株式交換契約の締結に至り

ました。

ＡＤは、本株式交換を実施することにより、前述の新中期経営計画の基本方針で

ある、国内外市場における「食のバリューチェーン」機能のさらなる拡充と高付加

価値化の実現のため、販売・流通・生産３機能が相互に価値を生み出す事業ポート

フォリオの構築や海外市場における「食のバリューチェーン」事業の拡充及び六次

産業への本格参入と事業モデルの構築の早期実現が図れるメリットが得られるもの

と考えております。

一方、当社は本株式交換を実施し完全子会社となることにより、今までの資本業

務提携における連携では実現が困難であった同一グループ内での全体最適かつ迅速

な意思決定と、取引先販路や事業ノウハウの共有化等が迅速に行えるようになるた

め、ＡＤグループとの商品共同開発等を通じ、外食を始めとする顧客ニーズやそれ

を踏まえた開発・営業手法を確立させることで商品企画や提案力の向上が期待でき

るとともに、何よりもＡＤグループ内外の既存取引先へのさらなる販売拡大や未取

引先への商品導入等による販売量の増加が期待できます。また、海外市場において

ＡＤグループの在外拠点を通じた輸出の拡大も期待できます。さらには副次的なが

ら、輸出が増加することで輸入商社としての為替リスクの相殺ヘッジを効かせられ

る可能性が広がるなど、これまでの課題であった財務基盤が強化されることにより、

信用力の向上及び安定的な事業運営が可能になるといったメリットが得られるもの

と考えております。また、当社の少数株主は、ＡＤの株主となることにより、当社
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を含めたＡＤグループ全体の企業価値向上の利益を享受できることに加えて、ＡＤ

単元未満株式には、買取請求に加え買増制度が採用されており、本株式交換により

ＡＤ単元未満株式を保有することになる当社株主にとっても配慮がなされているも

のと考えております。

加えて、両社グループ全体としては、①両社グループ内外に向けたクロスセル拡

大（具体的にはＡＤグループ販売事業向けの商品開発展開やＡＤの資本業務提携先

との新たなビジネス拡大）、②両社グループ内のリソース（醤油などの調味料や酒類

各種並びに海外卸）の活用・連携強化による、成長ポテンシャルの高い海外ビジネ

スの拡大、③ＡＤグループ外食の物流機能の内製取り込みによるコスト流出の抑制、

④商材の共同開発や製造のスピードアップによるチャンスロスの削減、⑤人材の最

適配置や効率的な拠点配置により、グループ全体最適視点での開発/生産～流通～販

売機能強化、横串管理体制強化を図り、今後の成長基盤を確固たるものとし、両社

グループのさらなる成長や事業規模の拡充が見込めると考えております。

今後、両社は、グループとして最大限のシナジーを発揮し、今後も、お客様への

さらなる高付加価値なサービス提供に努めてまいります。
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２．株式交換契約の内容

　株式交換契約書（写）

株式会社アスラポート・ダイニング（住所：東京都品川区西五反田一丁目３

番８号。以下「甲」という。）及びジャパン・フード＆リカー・アライアンス株

式会社（住所：香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1850番地。以下「乙」という。）

は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１条（株式交換）

甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、

乙を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を

行い、甲は、乙の発行済株式（但し、甲が所有する乙の株式を除く。以下

同じ。）の全部を取得するものとする。

第２条（本株式交換に際して交付する株式及びその割当て）

1．甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全

部を取得する時点の直前時（以下「基準時」という。）の乙の株主名簿に

記載された乙の株主（但し、甲を除く。以下同じ。）に対し、その所有す

る乙の普通株式に代わり、その所有する乙の普通株式数の合計に0.9を乗

じて得られる数（但し、１株に満たない端数が生じた場合はこれを控除す

る。）の甲の普通株式を交付する。

2．甲は、本株式交換に際して、基準時の乙の株主名簿に記載された乙の株

主に対し、その所有する乙の普通株式１株につき、甲の普通株式0.9株を

割当てる。

3．甲は、本株式交換に際して、割当てる株式の数に１株に満たない端数が

生じた場合には、会社法第234条の規定に従い処理する。

第３条（甲の資本金及び準備金の額に関する事項）

本株式交換に際して増加すべき甲の資本金及び準備金の額は、次のとお

りとする。

(1) 資本金 ０円

(2) 資本準備金 会社計算規則第39条に従い甲が別途定める額

(3) 利益準備金 ０円

第４条（乙の新株予約権の取扱い）

乙は、基準時までに、乙の発行している第３回新株予約権及び第４回新

株予約権の全部を無償で取得の上、これを消却する。
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第５条（乙の自己株式の取扱い）

乙は、基準時において乙が所有している自己株式（会社法第785条第１項

に定める、本株式交換に際して行使される反対株主の株式買取請求に応じ

て取得する自己株式を含む。）の全部を、第６条に規定する効力発生日の前

日までに開催する乙の取締役会決議により、基準時に消却する。

第６条（効力発生日）

1. 本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平

成30年８月１日とする。但し、本株式交換の手続進行上の必要性その他の

事由により必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができ

る。

2. 前項但し書に従って効力発生日を変更する場合には、会社法第790条に従

うものとする。

第７条（株主総会）

甲及び乙は、効力発生日までにそれぞれ株主総会を開催し、本契約の承

認及び本株式交換に必要なその他の事項に関する決議を求める。但し、本

株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲乙

協議の上、これを変更することができる。

第８条（剰余金の配当）

1. 甲は、平成30年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又

は登録株式質権者に対し、普通株式１株につき４円を限度として剰余金の

配当を行うことができる。

2. 甲及び乙は、前項に定める場合を除き、本契約締結後、効力発生日より

前の日を基準日とする剰余金の配当の決議を行ってはならない。

第９条（会社財産の管理等）

甲及び乙は、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

ての注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、そ

の財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲

乙協議の上、これを行う。

第10条（本株式交換の条件の変更及び本契約の解除）

契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の

事由により、甲又は乙の財産若しくは経営状態に重要な変動が生じた場合、
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本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合等、本契約の目

的の達成が困難となった場合には、甲乙協議の上、本株式交換の条件を変

更し、又は本契約を解除することができる。

第11条（本契約の効力）

本契約は、第７条に定める甲若しくは乙の株主総会の承認又は法令に定

める関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。

第12条（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本株式交換に必要な事項は、本契約の趣旨

に則り、甲乙協議の上、これを定める。

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30年３月16日

甲 東京都品川区西五反田一丁目３番８号

株式会社アスラポート・ダイニング

代表取締役社長 森下 將典 印

乙 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

代表取締役社長 檜垣 周作 印
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３．交換対価の相当性に関する事項

（１）本株式交換に係る割当ての内容

ＡＤ
（株式交換完全親会社）

当社
（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る
割当比率

1 0.9

上記の本株式交換により交付する株式数は、当社が保有する自己株式数を考慮してお

りません。

（注１）本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換比率」といいます。）

当社株式１株に対して、ＡＤの普通株式（以下「ＡＤ株式」といいます。）0.9

株を割当て交付いたします。ただし、ＡＤが保有する当社株式については、本

株式交換による株式の割当ては行いません。なお、本株式交換比率は、本株式

交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両

社間で協議の上、変更することがあります。

（注２）本株式交換により交付する株式数

ＡＤは、本株式交換に際して、本株式交換によりＡＤが当社株式（ただし、Ａ

Ｄが保有する当社株式を除きます。）の全てを取得する直前時（以下「基準時」

といいます。）における当社株主の皆様（ただし、ＡＤを除きます。）に対し、

その保有する当社株式に代えて、その保有する当社株式の数の合計に0.9を乗じ

て得た数のＡＤ株式を交付いたします。

なお、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する当社の取締役会

決議により、当社が保有する自己株式及び基準時の直前時までに当社が保有す

ることとなる自己株式（本株式交換に関してなされる、会社法第785条第１項に

定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する自己株式

を含みます。）の全てを、基準時の直前時をもって消却する予定です。

また、ＡＤが交付する株式は、新たに発行する普通株式にて充当する予定です。

なお、ＡＤの交付する株式数は、当社の自己株式の取得・消却等により今後修

正される可能性があります。

（注３）単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、ＡＤの単元未満株式（100株未満の株式）を保有することと

なる当社株主の皆様については、ＡＤの定款及び株式取扱規則の定めるところ

により、ＡＤ株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。なお、

金融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。

① 単元未満株式の買増制度（100株への買増し）

会社法第194条第１項の規定に基づき、ＡＤの単元未満株式を保有する株主の

皆様が、その保有する単元未満株式の数と併せて１単元となる数の株式をＡ

Ｄから買い増すことができる制度です。
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② 単元未満株式の買取制度（単元未満株式の売却）

会社法第192条第１項の規定に基づき、ＡＤの単元未満株式を保有する株主の

皆様が、その保有する単元未満株式を買い取ることをＡＤに対して請求する

ことができる制度です。

（注４）１株に満たない端数の処理

本株式交換に伴い、ＡＤ株式１株に満たない端数の割当てを受けることとなる

当社株主の皆様に対しては、会社法第234条その他の関連法令の定めに従い、Ａ

Ｄが１株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。

（２）本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

本株式交換により、ＡＤの完全子会社となる当社の発行する全ての新株予約

権については、平成30年６月26日に開催予定の当社の臨時株主総会において本

株式交換契約の承認が得られた場合、本株式交換の効力発生日の前日までに全

て放棄される予定です。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

（３）剰余金の配当に関する取扱い

ＡＤ及び当社は、ＡＤが、平成30年３月31日の最終の自らの株主名簿に記載

又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、ＡＤ株式１株当たり４円を

限度として剰余金の配当を行うことができること、及び、これを除いては、Ａ

Ｄ及び当社は、平成30年３月16日以降、本株式交換の効力発生日以前の日を基

準日とする剰余金の配当の決議を行ってはならず、また、本株式交換の効力発

生日以前の日を取得日とする自己株式の取得（適用法令に従い株主の権利行使

に応じて自己株式の取得をしなければならない場合を除きます。）の決議を行っ

てはならない旨を合意しております。

（４）本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

割当ての内容の根拠及び理由

平成27年６月の業務資本提携締結以降、両社は業務面・資本面において提携

関係を強化してまいりましたが、依然として先行き不透明な経済環境が継続し

ており、食品関連業界における消費者の節約志向に加えて原材料の価格上昇及

び人件費及び物流コストの上昇に改善の兆しが見えない中で、両社が将来にわ

たって成長し、社会に貢献していくためには、従来以上にグループ会社の強み

を引き出し、総合力をより高めていくことが急務となっております。従来より

実施しておりました両社での協業体制及び資本政策の在り方等に関する議論を

経て、平成29年９月頃、ＡＤより本株式交換について当社に申し入れました。

― 9 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年06月07日 15時53分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



ＡＤは、下記（６）「公正性を担保するための措置」及び（７）「利益相反を

回避するための措置」に記載のとおり、本株式交換の交換比率の決定に当たっ

て公正性・妥当性を確保するため、ＡＤの第三者算定機関としてＳＭＢＣ日興

証券株式会社（以下「ＳＭＢＣ日興証券」といいます。）を、法務アドバイザー

として阿部・井窪・片山法律事務所をそれぞれ選定し、本格的な検討を開始い

たしました。

一方、当社は、ＡＤからの提案を受け、下記（６）「公正性を担保するための

措置」及び（７）「利益相反を回避するための措置」に記載のとおり、本株式交

換の株式交換比率の公正性その他本株式交換の公正性を担保するため、当社の

第三者算定機関として株式会社ＡＧＳコンサルティング（以下「ＡＧＳコンサ

ルティング」といいます。）を、法務アドバイザーとして中之島中央法律事務所

をそれぞれ選定し、ＡＤからの本株式交換に関する提案の検討を開始いたしま

した。

その後、ＡＤと当社は、両社で本株式交換の目的、割当比率等について、そ

れぞれの第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の分析結果及び助言を

慎重に検討し、また各社において両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘

案し、これらを踏まえ両社間で真摯に交渉・協議を行いました。

ＡＤにおいては、下記（６）「公正性を担保するための措置」に記載のとお

り、第三者算定機関であるＳＭＢＣ日興証券から取得した株式交換比率に関す

る算定書及び法務アドバイザーである阿部・井窪・片山法律事務所からの助言

等を踏まえて、取締役会で慎重に協議・検討した結果、上記３.（１）「本株式

交換に係る割当ての内容」記載の株式交換比率は妥当であり、ＡＤ株主の皆様

の利益に資するとの判断し、平成30年３月16日開催された取締役会にて本株式

交換の株式交換比率を、下記（７）①「ＡＤにおける、利害関係を有する取締

役を除く取締役及び監査役全員の承認」に記載の方法により決議いたしました。

一方、当社においては、下記（６）「公正性を担保するための措置」に記載の

とおり、第三者算定機関であるＡＧＳコンサルティングから取得した株式交換

比率に関する算定書及び法務アドバイザーである中之島中央法律事務所からの

助言、並びに、下記（７）「利益相反を回避するための措置」に記載のとおり、

ＡＤとの間で利害関係を有しない第三者委員会から受領した答申書等を踏まえ

て、取締役会で慎重に協議・検討した結果、上記３.（１）「本株式交換に係る

割当ての内容」記載の株式交換比率は、下記（５）「算定に関する事項」に記載

のとおり、市場株価法に基づく株式交換比率の算定レンジの範囲内であり、か

つディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいま

す。）に基づく株式交換比率の算定レンジの範囲内であって、その内容が合理的

なものであると認められる平成30年３月14日付のＡＧＳコンサルティングの株

式交換比率に関する算定書等に照らして合理的な水準であることから、当社株
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主の皆様の利益に資するとの判断し、平成30年３月15日開催された取締役会に

て本株式交換の株式交換比率を、下記（７）③「当社における、利害関係を有

する取締役を除く取締役（監査等委員を含む）全員の承認」に記載の方法によ

り決議いたしました。

（５）算定に関する事項

① 算定機関の名称及び上場会社との関係

ＡＤの第三者算定機関であるＳＭＢＣ日興証券及び当社の第三者算定機関で

あるＡＧＳコンサルティングはいずれも、ＡＤ及び当社から独立した算定機関

であり、ＡＤ及び当社の関連当事者に該当せず、本株式交換に関して記載すべ

き重要な利害関係を有しません。

② 算定の概要

ＳＭＢＣ日興証券は、ＡＤ及び当社について、両社が金融商品取引所に上場

しており、市場株価が存在することから市場株価法を、また将来の事業活動の

状況を評価に反映するためＤＣＦ法を、それぞれ採用し算定を行いました。

上記各評価方法による当社の普通株式１株に対するＡＤの普通株式の割当株

数の算定結果は、以下のとおりとなります。

採用手法 株式交換比率の算定結果

市場株価法 0.76～0.97

ＤＣＦ法 0.53～0.97

市場株価法では、両社について、平成30年３月14日を算定基準日として、対

象期間については、株式市場の状況等の諸事情を勘案し、算定基準日以前の１

ヶ月間（平成30年２月15日から平成30年３月14日まで）、３ヶ月間（平成29年12

月15日から平成30年３月14日まで）、６ヶ月間（平成29年９月15日から平成30年

３月14日まで）の、ＡＤは東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（以下「ＪＡＳＤＡＱ」

といいます。）、当社は東京証券取引所市場第二部における株価の終値単純平均

値を採用しました。ＤＣＦ法では、算定の前提としたＡＤ側の財務予測では、

販売事業における出店強化、原価低減及びＭ＆Ａ等と流通事業における欧州で

の高級店向けの高付加価値商品の拡販等の効果により、平成31年３月期（前期

比＋423百万円）と平成32年３月期（前期比＋482百万円）に大幅な増益を見込

んでおります。また、算定の前提とした当社側の財務予測では、業務用商品の

顧客開拓、家庭用商品の高付加価値商品の製造販売及びコンセプトショップ展

開等の効果により、平成31年９月期（前期比＋207百万円）と平成33年９月期

（前期比＋234百万円）に大幅な増益を見込んでおります。なお、当該財務予測

は、本株式交換の実施を前提としておりません。
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ＳＭＢＣ日興証券は、上記株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受

けた情報、一般に公開された情報等を使用し、それらの資料、情報等が全て正

確かつ完全なものであることを前提としており、独自に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、両社とその関係会社の資産又は負債

（偶発債務を含みます。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、

独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依

頼も行っておりません。ＳＭＢＣ日興証券の株式交換比率の算定は、平成30年

３月14日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、ＡＤ及び当社の

財務予測については、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判

断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としております。

なお、ＳＭＢＣ日興証券が提出した株式交換比率の算定結果は、本株式交換

における株式交換比率の公平性について意見を表明するものではありません。

ＡＤは、ＳＭＢＣ日興証券より、本株式交換における株式交換比率に関する

評価手法、前提条件及び算定経緯等についての説明を受けることを通じて、Ｓ

ＭＢＣ日興証券による上記算定結果の合理性を確認しております。

一方、ＡＧＳコンサルティングは、ＡＤ及び当社について、両社が金融商品

取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、また将来

の事業活動の状況を評価に反映するためＤＣＦ法を、それぞれ採用して算定を

行いました。

上記各評価方法による当社の普通株式１株に対するＡＤの普通株式の割当株

数の算定結果は、以下のとおりとなります。

採用手法 株式交換比率の算定結果

市場株価平均法 0.72～0.97

ＤＣＦ法 0.60～0.99

市場株価法では、両社について、平成30年３月14日を算定基準日として、対

象期間については、株式市場の状況等の諸事情を勘案し、算定基準日、算定基

準日以前の１ヶ月間（平成30年２月15日から平成30年３月14日まで）、３ヶ月間

（平成29年12月15日から平成30年３月14日まで）、６ヶ月間（平成29年９月15日

から平成30年３月14日まで）の、ＡＤはＪＡＳＤＡＱ、当社は東京証券取引所

市場第二部における株価の終値単純平均値を採用しました。ＤＣＦ法では、Ａ

Ｄ側については、ＡＤから提出された平成30年３月期から平成33年３月期まで

の財務予測に基づく将来キャッシュフロー等を、一定の割引率で現在価値に割

り引くことによって企業価値を評価しております。なお、割引率は5.18％から

5.78％を採用しており、継続価値の算定に当たっては永久成長率法を採用し、
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永久成長率を０％として算定しております。また、当社側については、当社か

ら提出された平成30年９月期から平成33年９月期までの財務予測に基づく将来

キャッシュフロー等を、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業

価値を評価しております。なお、割引率は3.81％から4.41％を採用しており、

継続価値の算定に当たっては永久成長率法を採用し、永久成長率を０％として

算定しております。算定の前提としたＡＤ側の財務予測では、販売事業におけ

る出店強化、原価低減及びＭ＆Ａ等と流通事業における欧州での高級店向けの

高付加価値商品の拡販等の効果により、平成31年３月期（前期比＋472百万円）

と平成32年３月期（前期比＋401百万円）に大幅な増益を見込んでおります。ま

た、算定の前提とした当社側の財務予測では、業務用商品の顧客開拓、家庭用

商品の高付加価値商品の製造販売及びコンセプトショップ展開等の効果により、

平成31年９月期（前期比＋208百万円）と平成33年９月期（前期比＋234百万円）

に大幅な増益を見込んでおります。なお、当該財務予測は、本株式交換の実施

を前提としておりません。

ＡＧＳコンサルティングは、上記株式交換比率の算定に際して、両社から提

供を受けた情報、一般に公開された情報等を使用し、それらの資料、情報等が

全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性

及び完全性の検証を行っておりません。また、両社とその関係会社の資産又は

負債（偶発債務を含みます。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を

含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査

定の依頼も行っておりません。ＳＭＢＣ日興証券の株式交換比率の算定は、平

成30年３月14日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、ＡＤ及び

当社の財務予測については、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測

及び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としております。

なお、ＡＧＳコンサルティングが提出した株式交換比率の算定結果は、本株

式交換における株式交換比率の公平性について意見を表明するものではありま

せん。

当社は、ＡＧＳコンサルティングより、本株式交換における株式交換比率に

関する評価手法、前提条件及び算定経緯等についての説明を受けることを通じ

て、ＡＧＳコンサルティングによる上記算定結果の合理性を確認しております。
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（６）公正性を担保するための措置

ＡＤ及び当社は、ＡＤが、既に当社の発行済株式総数の41.89％を保有してい

ることから、本株式交換の公正性を担保する必要があると判断し、以下のとお

り公正性を担保するための措置を実施しております。なお、当社は、ＡＤの主

要取引銀行である株式会社東京スター銀行（以下「東京スター銀行」といいま

す。）内の投資銀行部との間でアドバイザー業務委託契約を締結しております

が、当社が東京スター銀行に委託した業務は、本株式交換の条件交渉に至る前

の段階においては、ＡＤからの経営統合の提案内容を精査するための支援業務

及びＡＧＳコンサルティングによる財務デュー・デリジェンス業務や株価算定

業務における面談の設定や質疑応答の支援業務も含まれていましたが、本株式

交換の条件交渉が始まってからは、過去における同種事例の客観的情報に関す

る資料作成支援と関連当事者及び関係諸機関との会議に随行し、これまでの検

討状況の説明を担う連絡業務に限定されているため、当社の取締役会における

本株式交換に関する検討と意思決定の内容について東京スター銀行からの影響

は受けておらず、かつ、東京スター銀行内においてＡＤと取引関係にある融資

担当部署と投資銀行部の間に情報遮断のための措置を講じているため、本株式

交換の公正性を阻害するものではないと考えております。

① 独立した第三者算定機関からの算定書

ＡＤは、ＡＤ株主のために、ＡＤ及び当社から独立した第三者算定機関であ

るＳＭＢＣ日興証券を選定し、平成30年３月14日付で、株式交換比率に関する

算定書を取得いたしました。算定書の概要については、上記（５）「算定に関す

る事項」をご参照ください。なお、ＡＤは、ＳＭＢＣ日興証券から本株式交換

比率が財務的見地から妥当又は公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオ

ン）を取得しておりません。

一方、当社は、当社株主のために、ＡＤ及び当社から独立した第三者算定機

関であるＡＧＳコンサルティングを選定し、平成30年３月14日付で、株式交換

比率に関する算定書等を取得しました。算定書等の概要は上記（５）「算定に関

する事項」をご参照ください。

なお、当社は、ＡＧＳコンサルティングから、本株式交換の株式交換比率が

当社の株主にとって財務的見地より公正である旨の評価（フェアネス・オピニ

オン）を取得しておりません。

② 独立した法律事務所からの助言

ＡＤは、法務アドバイザーとして、阿部・井窪・片山法律事務所を選定し、

同事務所より、本株式交換の諸手続及び取締役会の意思決定の方法・過程等に

ついて、法的助言を受けております。なお、阿部・井窪・片山法律事務所は、
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ＡＤ及び当社から独立しており、ＡＤ及び当社との間に重要な利害関係を有し

ません。

一方、当社は、法務アドバイザーとして、中之島中央法律事務所を選定し、

同事務所より、本株式交換の諸手続及び取締役会の意思決定の方法・過程等に

ついて、法的助言を受けております。なお、中之島中央法律事務所は、ＡＤ及

び当社から独立しており、ＡＤ及び当社との間に重要な利害関係を有しません。

（７）利益相反を回避するための措置

ＡＤが、既に当社の発行済株式総数の41.89％を保有している支配株主である

ことから、利益相反を回避するため、以下の措置を実施しております。

　

① ＡＤにおける、利害関係を有する取締役を除く取締役及び監査役全員の承認

ＡＤの取締役のうち、代表取締役会長である檜垣周作氏は、当社の代表取締

役社長を兼務しておりますので、利益相反を回避する観点から、ＡＤの取締役

会における本株式交換に関する議案の審議及び決議には参加せず、本株式交換

に係る協議・交渉にも参加しておりません。

平成30年３月16日開催のＡＤの取締役会には、上記１名の取締役を除くＡＤ

の取締役全員が出席し、出席取締役全員の賛同により、本株式交換を承認する

旨の決議をしております。また、上記取締役会には、ＡＤの監査役全員が出席

し、出席監査役全員が、本株式交換の承認について異議がない旨の意見を述べ

ております。

② 当社における、独立した第三者委員会からの答申書の取得

当社は、平成30年１月25日、本株式交換が当社の少数株主にとって不利益な

条件の下で行われることを防止するため、当社社外取締役（監査等委員）であ

る香本明彦氏に加え、ＡＤ及び当社との間で利害関係を有しない、独立した外

部の有識者である西田法律事務所 弁護士 西田章氏及び中田公認会計士事務

所 公認会計士 中田貴夫氏の３名によって構成される第三者委員会（以下

「第三者委員会」といいます。）を設置し、本株式交換を検討するに当たって、

第三者委員会に対して、（a）本件取引の目的の合理性（当社の企業価値の向上

に資するといえるか）、（b）本件取引における株式交換条件の公正性（株式交換

比率の妥当性を含む）、（c）本件取引の手続面の公正性（本件取引の決定が公正

な手続を通じて行われ、ＡＤ以外の当社の株主（以下「少数株主」といいま

す。）が受けるべき利益が損なわれることのないよう配慮がなされているか）、

（d）上記(a)、(b)及び（c）その他の事項を前提に、本件取引が当社の少数株主

にとって不利益なものでないといえるかについて、諮問いたしました。

第三者委員会は、平成30年１月25日から平成30年３月13日までに、会合を合
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計９回開催したほか、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、

上記諮問事項に関して、慎重に検討を行いました。

第三者委員会は、これらの検討に当たり、当社等の本件関係者から、本株式

交換の意義・目的、本株式交換に至る背景、本株式交換の諸条件、当社の本株

式交換に対する考え方、当社における検討・意思決定のプロセス、ＡＤとの間

の交渉の方針・進捗状況、当社の少数株主の状況、当社の事業計画等に関する

説明を受けており、また、ＡＧＳコンサルティングから本株式交換比率の評価

に関する説明を受けているほか、ＡＤより、本株式交換の意義・目的、本株式

交換に至る背景、ＡＤの事業計画等について説明を受けております。さらに、

第三者委員会は、当社の法務アドバイザーである中之島中央法律事務所から、

本株式交換の手続面における公正性を担保するための措置及び本株式交換に係

る当社の取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するため

の措置の内容に関する説明を受けております。

その結果、第三者委員会は、平成30年３月15日付で、上記（a）に関しては、

本株式交換を実施することにより、当社は、財務基盤の強化により、信用力の

向上及び安定的な事業運営が可能になるだけでなく、ＡＤグループとの商品共

同開発等を通じ、既存取引先へのさらなる販売拡大や未取引先への商品導入等

による販売量の増加や、ＡＤグループの在外拠点を通じた輸出の拡大も期待で

きるといったメリットがあり、かつ、当社とＡＤの両社グループ全体としても、

さらなる成長や事業規模の拡充が認められるとの説明に不合理な点はなく、相

応の実現可能性の存在が窺われるため、本株式交換は、当社の企業価値の向上

に資すると認められ、上記（b）に関しては、本株式交換の条件を巡る交渉過程

について、当社は、当社株主の経済的利益を確保するべく粘り強く交渉を行っ

たものと認めることができ、ＡＧＳコンサルティングによる当社及びＡＤの株

価算定は、市場株価法及びＤＣＦ法に基づく株価算定の実務上、一般に認めら

れた手法を用いたものであり、これを逸脱するような要素は見当たらず、ＡＧ

Ｓコンサルティングによる株式交換比率算定の結果に照らして、本株式交換の

交換比率は、評価基準日（平成30年３月14日）終値の市場株価における交換比

率に対して一定のプレミアムが付されているだけでなく、市場株価法に基づく

算定結果の中央値を超え、かつ、ＤＣＦ法に基づく算定結果の中央値も大きく

上回るものであり、当社にとって不利益なものではなく、ＤＣＦ法による株価

算定の基礎とされた当社及びＡＤの事業計画の確定に至るまでの過程について

も（なお、当社は、事業計画の策定において、株式会社経営共創基盤（以下

「経営共創基盤」といいます。）の支援を受けており、経営共創基盤は、ＡＤの

事業計画の策定にも助言を行っていることから、その関与が当社又はＡＤの事

業計画の内容の客観性に影響を与えなかったかどうかが一応は問題となるが、

当社は、経営共創基盤の助言を受けた事業計画をそのままＤＣＦ法の基礎とし
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ているわけではなく、ＤＣＦ法の算定においては、ＡＧＳコンサルティングに

よる独自の分析に基づき、当社の事業計画についての上振れ要因及びＡＤの事

業計画についての下振れ要因についての追加的な考慮がなされている）、両計画

の内容の客観性を疑わせるような特段の事情は見当たらないことから、本株式

交換の条件の公正性を否定すべき事情は認められず、上記（c）に関しては、当

社における検討・交渉チームのメンバーからは、利益が相反する者が排除され

ており、同チームは、ＡＤとの交渉において、法律面では、リーガル・アドバ

イザーである中之島中央法律事務所からの専門的助言を受けられる環境の下で、

財務分析面では、第三者算定機関であるＡＧＳコンサルティングからの専門的

助言を適時に受けながら検討し、意思決定を行ってきた経緯が認められるため、

株式交換の決定手続の公正性を否定すべき事情は認められず、当社の少数株主

が受けるべき利益が損なわれることがないよう配慮はなされていると認められ

（なお、ＡＤの主要取引銀行である東京スター銀行の投資銀行部は、当社からア

ドバイザリー業務を受託しているが、その受託業務の範囲は、少なくとも、本

株式交換の条件交渉が始まってからは、文書作成及び事務連絡に関する履行補

助者的な業務に止まるものであり、かつ、情報隔離措置も講じられているため、

当社が、本株式交換の検討及び決定の過程において、ＡＤ側関係者（主要取引

銀行を含む）からの不当な影響を受けた形跡は認められない）、上記（d）に関

しては、上記（a）、（b）及び（c）に関する検討結果を総合的に判断した結果、

本株式交換に関する当社の決定が当社の少数株主にとって特に不利益なもので

あると考えるべき事象は認められない旨の答申書を当社の取締役会に対して提

出しております。

③ 当社における、利害関係を有する取締役を除く取締役（監査等委員を含む）

　全員の承認

当社の取締役のうち、代表取締役社長である檜垣周作氏はＡＤの代表取締役

会長を兼務しているため、利益相反を回避する観点から、当社の取締役会にお

ける本株式交換に関する議案の審議及び決議には参加せず、本株式交換に係る

協議・交渉にも参加しておりません。

平成30年３月15日開催の当社の取締役会には、上記１名の取締役を除く当社

の取締役（監査等委員を含む）全員が出席し、出席取締役全員の賛同により、

本株式交換を承認する旨の決議をしております。
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４．交換対価について参考となるべき事項

（１）株式交換完全親会社の定款の定め

株式交換完全親会社の定款の定めについては、法令及び当社定款第14条の規

定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.j-fla.com）

に掲載しております。

（２）交換対価の換価の方法に関する事項

① 交換対価を取引する市場

ＡＤ株式は、ＪＡＳＤＡＱにおいて取引されております。

② 交換対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者

ＡＤ株式は、全国の証券会社にて取引の媒介、取次ぎ等が行われております。

③ 交換対価の譲渡その他の処分に対する制限の内容

該当事項はありません。

（３）交換対価の市場価格に関する事項

本株式交換の公表日（平成30年３月16日）におけるＡＤの普通株式の終値は、

630円です。また、ＡＤの普通株式の最新の市場価格につきましては、東京証券

取引所のウェブサイト（https://www.jpx.co.jp) 等でご覧いただけます。

５．株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項

該当事項はありません。

６．計算書類等に関する事項

株式交換完全親会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容

株式交換完全親会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容は、法令及び当社定

款 第 14 条 の 規 定 に 基 づ き、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.j-fla.com）に掲載しております。
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日生 姫路

福田港大部港

草壁港池田港
土庄港

岡山

宇野

豊島

高松

高松

高松

神戸

坂手港

■草壁港から･･････車で５分

■小豆島オリーブバス

 （坂手線・南廻り福田線）

　草壁港バス停→オリーブ公園口下車

 （約５分）

オリーブ公園
会場会場

至池田至池田

至
草
壁
港

至
草
壁
港

サン・オリーブサン・オリーブ

オリーブビーチ

道の駅小豆島
オリーブ公園
ギリシャ風車

国道436号線

株主総会会場ご案内図

　 会場 香川県小豆郡小豆島町西村甲1941－１

　 小豆島オリーブ公園内 サン・オリーブ

　 電話 （0879）82－2200

株主総会会場にご入場の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を

会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
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