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１【提出理由】

　当社は、平成25年12月20日開催の取締役会において、日本瓦斯株式会社（以下「日本瓦斯」といいます。）を株式交換完

全親会社、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、同日付で

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ので、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、本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

 （平成25年３月31日現在）

商号 日本瓦斯株式会社

本店の所在地 東京都中央区八丁堀二丁目10番７号

代表者の氏名 代表取締役社長　　和田　眞治

資本金の額 7,070百万円

純資産の額
（連結）53,016百万円
（単体）34,703百万円

総資産の額
（連結）124,958百万円
（単体）86,599百万円

事業の内容 ＬＰガス事業、都市ガス事業

 

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

（連結）

事業年度 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

売上高（百万円） 104,138 110,262 117,070

営業利益（百万円） 6,498 7,506 7,885

経常利益（百万円） 6,091 7,136 8,189

当期純利益（百万円） 2,324 3,121 3,774

 

（単体）

事業年度 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

売上高（百万円） 67,626 69,017 73,648

営業利益（百万円） 3,933 4,509 5,023

経常利益（百万円） 3,867 4,430 5,597

当期純利益（百万円） 2,116 2,354 3,241
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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

 （平成25年９月30日現在）

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

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　380055
（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）

18.22％

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行
口　再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社

3.30％

野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱東京ＵＦＪ銀
行口）

2.77％

株式会社三井住友銀行 2.43％

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2.39％

　（注）　JP Morgan Chase & Co.の投資部門であるOne Equity Partners傘下のOEP NG LLC（共同保有者OEP NG COINVEST 

LLC）が、平成24年６月18日付で提出した変更報告書（大量保有）により、日本瓦斯は平成24年６月12日付でOEP NG

 LLCが日本瓦斯株式を8,875,000株保有していることを確認しているとのことです。

 

④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

 （平成25年９月30日現在）

資本関係
日本瓦斯は、当社の発行済株式総数のうち4,912,140株（株式所有割合64.92％、間接保
有分を含みます。）の株式を保有しております。

人的関係
日本瓦斯の取締役２名が当社の取締役を兼務し、又、日本瓦斯の従業員１名が当社の監
査役を兼務しております。

取引関係
当社は、日本瓦斯からガス機器及びガスメーター等、ＬＰガス等、並びに都市ガス原料
の仕入を行っているほか、ガス設備工事等を発注しております。又、当社は、日本瓦斯
からＬＰガス充填作業・ＬＰガス容器耐圧検査等を受託しております。

　（注）　株式所有割合とは、日本瓦斯の所有する当社株式4,912,140株を当社発行済株式総数7,586,000株から当社の保有す

る自己株式19,118株（平成25年９月30日現在）を控除した7,566,882株にて除した割合（小数点第三位四捨五入）を

いいます。

 

(2）本株式交換の目的

　本株式交換の目的は、都市ガス事業を含めた我が国のエネルギー事業の来るべき大競争時代を勝ち抜くため、資本提携

等を含めた事業再編における存在感を高めるべく、本株式交換を行い、日本瓦斯グループとしての一体感を高めるととも

に、事業推進体制の迅速化を行うことです。

　都市ガス事業は、ガス事業法に基づく許可を受けた一般ガス事業者が許可された供給区域内の利用者に対し導管により

ガスを供給する事業であり、導管等に係る設備投資コストが大きく、規模の経済性が働くことを主な要因として自然独占

性を有しているため、ガス事業者にはその供給区域での独占供給が認められております。また独占に伴う弊害から利用者

を保護するため、料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることとされ（同法第17条）、この料金につ

いては、将来の都市ガスの供給を行うために生じる費用等の総原価に基づいて設定される総括原価方式が採用されてお

り、赤字が発生しにくい制度が保たれております。

　しかしながら、都市ガス事業を含めた我が国のエネルギー事業は、東日本大震災及びその後に生じた電力需給のひっ迫

を契機に大きく変化しつつあります。すなわち、平成25年11月13日成立の改正電気事業法は、電気事業法に基づき地域の

電力会社に地域独占が認められてきた電力の家庭向け小売事業に関して、平成28年を目処に自由化することとし、提供す

る事業者、料金体系及び電力と同時に提供されるサービスを自由化します。この改正によって、既存の電力事業者のみな

らず異業種の事業者を含めた大競争時代が到来することが予想されています。

　又、都市ガス事業に関しても、平成25年11月12日より、経済産業省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシス

テム改革小委員会において、「消費者が選べる状況を作り出すこと」を目的とした規制緩和についての議論が開始されて

おり、その中では、同一事業者による電力及びガスの販売やガス市場における競争原理の徹底などの必要性が議論され始

めております。

　このような来るべきエネルギー事業の大競争時代が到来し、都市ガス事業の規制緩和が進めば、日本瓦斯グループの

オーストラリア・北米における経験から、きわめて短期間の間に市場における淘汰が進み、十分な準備と規制緩和後にお

いて迅速な意思決定を行うことなしには、生き残ることは困難であると認識しております。
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　本株式交換により、当社を含めた日本瓦斯グループは、より一層連携を強化し、より迅速な意思決定をなし得ることと

なり、又、エネルギー業界における存在感を高め、今後の提携を含めた様々な戦略を容易にすることができるものと考え

ております。

　その他、仕入れ体制等の見直しや物流システム等の経営資源の有効活用等によるグループ経営の効率化とそれによる品

質・価格競争力の向上を図ることも可能となります。

　なお、本株式交換によって当社は上場廃止となる予定ですが、そのことによって短期的な業績変動に捉われることな

く、グループ収益の最大化を企図した中長期的な視野からの戦略的な投資・事業展開が可能となり、又、親子上場に係る

潜在的な利益相反問題の可能性を排除するとともに、上場廃止により削減される上場維持管理コストや人的リソースを、

今後の事業展開において効果的に再配分することも可能となります。

 

(3）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当て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

　日本瓦斯を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、平成26年３月７日

を効力発生日として、日本瓦斯においては、会社法第796条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続により株主総会の

承認を受けず行う予定です。当社においては、平成26年２月13日に開催予定の臨時株主総会において本株式交換契約の

承認を受けた上で、行う予定です。

 

②　本株式交換に係る割当ての内容

会社名
日本瓦斯株式会社

（株式交換完全親会社）
東日本ガス株式会社

（株式交換完全子会社）

株式交換比率 １ 0.34

　（注１）　株式の割当比率

当社の普通株式１株に対して、日本瓦斯の普通株式0.34株を割当て交付します。但し、日本瓦斯が保有する当社

の普通株式については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

　（注２）　本株式交換により交付する日本瓦斯の株数

本株式交換により交付される日本瓦斯の普通株式の数：902,612株（予定）

交付する日本瓦斯の普通株式には、全て日本瓦斯が保有する自己株式（平成25年９月30日時点8,969,423株）を充

当する予定であり、本株式交換に際して、日本瓦斯が新たに株式を発行する予定はありません。

なお、日本瓦斯は、本株式交換により日本瓦斯が当社の発行済株式（日本瓦斯が保有する当社の株式を除きま

す。）の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）における当社の株主（但し、当社を除き

ます。）に対し、上記表の割当比率に基づいて交付することを予定しております。

又、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会決議により、基準時までに保有することと

なる自己株式（本株式交換に関して行使される会社法第785条に基づく反対株主の株式買取請求に応じて当社が取

得する株式を含みます。）の全部を基準時において消却することを予定しています。本株式交換によって割当て

交付する株式数については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、日本瓦斯の単元未満株式（100株未満）を保有することとなる株主の皆様につきましては、日

本瓦斯の単元未満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、単元未満株式は金融商品取

引所において売却することはできません。

①　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、単元未満株式を保有する株主の皆様が日本瓦斯に対し、保有されてい

る単元未満株式の買取りを請求することができる制度です。

②　単元未満株式の買増制度（単元株への買増し）

会社法第194条第１項の規定に基づき、単元未満株式を保有する株主の皆様が日本瓦斯に対し、保有されてい

る単元未満株式と併せて１単元となる数の単元未満株式の買増しを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、日本瓦斯の株式１株に満たない端数の割当てを受けることとなる当社の株主の皆様において

は、会社法第234条その他の関連法令の規定に基づき、その端数の合計数（合計数に１株に満たない端数がある場

合は切り捨てるものとします。）に相当する日本瓦斯株式を売却し、かかる売却代金をその端数に応じて当該株

主の皆様に交付いたします。

　（注５）　本株式交換の条件の変更及び本株式交換契約の解除
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本株式交換契約締結の日から本株式交換の効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、当社又

は日本瓦斯の財産状態又は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障をきたす事態が

生じた場合、その他本株式交換契約の目的の達成が困難となった場合には、当社及び日本瓦斯は協議し合意の

上、本株式交換の条件その他本株式交換契約の内容を変更し、又は本株式交換契約を解除することができるとさ

れております。

 

③　その他の本株式交換契約の内容

　当社が、日本瓦斯との間で平成25年12月20日付で締結した株式交換契約書の内容は次のとおりです。

 

株式交換契約書

 

　日本瓦斯株式会社（以下「甲」という。）と東日本ガス株式会社（以下「乙」という。）とは、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）

　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（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。

 

第２条（当事会社の商号及び住所）

　甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。

甲　商号：日本瓦斯株式会社

住所：東京都中央区八丁堀二丁目10番７号

乙　商号：東日本ガス株式会社

住所：千葉県我孫子市下ケ戸608番地-1

 

第３条（本株式交換に際して交付する株式の数及びその割当て）

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（甲を除く。以下本条において同じ。）に対して、乙の普通株式に代わる金銭等として、その所有す

る乙の普通株式の数の合計数に0.34を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。

２　甲は、本株式交換に際して、基準時における乙の株主に対して、その所有する乙の普通株式１株につき、甲の普通株式

0.34株の割合をもって割り当てる。

３　前二項の規定に従い甲が乙の株主に対して割り当てるべき甲の普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、甲

は、会社法第234条の規定に従い処理する。

 

第４条（甲の資本金及び準備金の額）

　本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額については、会社計算規則第39条に定めるところに従って、甲が定

める。
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第５条（効力発生日）

１　本株式交換が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平成26年３月７日とする。ただし、本株式交換に係

る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、甲及び乙が協議し合意の上、効力発生日を変更するこ

とができる。

２　前項ただし書により効力発生日を変更する場合には、乙は、会社法第790条の規定に従い、変更前の効力発生日（変更後

の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日）の前日までに、変更後の効

力発生日を公告する。

 

第６条（株式交換契約承認株主総会）

１　甲は、会社法第796条第３項本文の規定により、本契約につき会社法第795条第１項に定める株主総会の決議による承認

を受けることなく本株式交換を行う。ただし、会社法第796条第４項の規定により、本契約につき株主総会の承認が必要と

なった場合、甲は、効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の承認を求めるものとする。

２　乙は、平成26年２月13日開催予定の臨時株主総会において、本契約について会社法第783条第１項に定める株主総会の決

議による承認を求めるものとする。ただし、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合

には、甲及び乙が協議し合意の上、当該株主総会の開催日を変更することができる。

 

第７条（自己株式の消却）

　乙は、第６条第２項の規定に従って本契約についての株主総会の承認が得られた場合には、基準時において乙が所有する

自己株式（本株式交換に際してなされる会社法第785条第１項に基づく反対株主の株式買取請求に応じて乙が取得する自己株

式を含む。）の全部を、効力発生日の前日までに開催する乙の取締役会の決議により、基準時において消却する。

 

第８条（会社財産の管理）

　甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日までの間において、それぞれ善良なる管理者の注意をもって業務執行並びに財

産の管理及び運営を行い、その財産又は権利義務について重大な影響を及ぼし得る行為（本契約に別途定めるものを除

く。）については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行う。

 

第９条（本契約の変更及び合意解除）

　本契約締結日から効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産状態又は経営状態に重大

な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障をきたす事態が生じた場合、その他本契約の目的の達成が困難となっ

た場合には、甲乙協議し合意の上、本株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

 

第10条（本契約の効力）

　本契約は、以下のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

(1）甲において、会社法施行規則第197条に定める数の株式を有する株主により会社法第796条第４項に定める通知がなさ

れた場合において、効力発生日の前日までに本契約について株主総会の決議による承認を受けられなかった場合

(2）乙において、効力発生日の前日までに本契約について株主総会の決議による承認を受けられなかった場合

(3）本契約を実行するために効力発生日に先立って取得することが必要な国内外の法令に定める関係官庁等の承認等（関

係官庁等に対する届出の効力の発生等を含むがこれに限られない。）が得られなかった場合

 

第11条（準拠法）

１　本契約は、日本法を準拠法とし、日本法によって解釈される。

２　本契約の履行及び解釈に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第12条（協議事項）

　本契約に定める事項のほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上、決定する。

 

　本契約締結の証として本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。

 

平成25年12月20日

 

 甲：東京都中央区八丁堀二丁目10番７号

 日本瓦斯株式会社

 代表取締役社長　　和田　眞治

  

 乙：千葉県我孫子市下ケ戸608番地-1

 東日本ガス株式会社

 代表取締役社長　　飯島　徹

 

(4）本株式交換における割当ての内容の算定根拠

①　算定の基礎

　本株式交換の株式交換比率の検討にあたり、当社及び日本瓦斯はそれぞれ別個に、独立した第三者算定機関に本株式

交換比率の算定を依頼することとし、当社は東京共同会計事務所（以下「東京共同会計」といいます。）を、日本瓦斯

はＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下、「ＳＭＢＣ日興証券」といいます。）を、それぞれ、本株式交換比率に関する第

三者算定機関として選定いたしました。

　東京共同会計は、当社及び日本瓦斯のいずれについても、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。）に上場しており市場株価が存在することから市場株価平均法（平成25年12月19日を算定基準日として、東京証

券取引所における同日までの直近１ヶ月間及び３ヶ月間の各取引日における終値単純平均値を算定の基礎としておりま

す。）を、また将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣ

Ｆ法」といいます。）を採用して算定を行いました。

　日本瓦斯株式の１株あたりの株式価値を１とした場合の各算定方法の算定結果は、以下のとおりです。

採用手法 株式交換比率の算定結果

市場株価平均法 0.30～0.32

ＤＣＦ法 0.13～0.39

　ＤＣＦ法による算定の前提とした利益計画に関しまして、当社については、ＬＰガスのお客様件数の増加に伴うガス

販売量の増加及びＬＰガス料金改定に伴う利益の増加並びに労務費、減価償却費の減少を見込んでいるため、大幅な増

減益を見込んでいる事業年度がございますが、日本瓦斯については大幅な増減益を見込んでいる事業年度はございませ

ん。又、当社及び日本瓦斯のいずれについても、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。

　東京共同会計は、交換比率の算定に際して、当社及び日本瓦斯から提供を受けた情報及び市場データ等の一般に公開

されている情報並びに財務、経済及び市場に関する指標等を用いております。又、当社及び日本瓦斯の株式価値算定に

重大な影響を与える可能性のある未開示の情報は存在しないことを前提としております。東京共同会計は、算定上採用

した各種情報及び資料が正確かつ完全なものであること並びにこれらに含まれる各社の将来の利益計画や財務予測が現

時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提として、当該情報及び資料の正確性、妥当

性、実現可能性等を独自の調査・検討等を行うことなく作成しております。

　ＳＭＢＣ日興証券は、当社及び日本瓦斯のいずれについても、東京証券取引所に上場しており市場株価が存在するこ

とから市場株価平均法（平成25年12月19日を算定基準日として、東京証券取引所における同日までの直近１ヶ月間及び

３ヶ月間の各取引日における終値単純平均値を算定の基礎としております。）を、また将来の事業活動の状況を評価に

反映するためＤＣＦ法を採用して算定を行いました。
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　日本瓦斯株式の１株あたりの株式価値を１とした場合の各算定方法の算定結果は、以下のとおりです。

採用手法 株式交換比率の算定結果

市場株価平均法 0.30～0.32

ＤＣＦ法 0.24～0.41

　ＤＣＦ法による算定の前提とした利益計画に関しまして、当社については、ＬＰガスのお客様件数の増加に伴うガス

販売量の増加及びＬＰガス料金改定に伴う利益の増加並びに労務費、減価償却費の減少を見込んでいるため、大幅な増

減益を見込んでいる事業年度がございますが、日本瓦斯については大幅な増減益を見込んでいる事業年度はございませ

ん。又、当社及び日本瓦斯のいずれについても、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。

　ＳＭＢＣ日興証券は、株式交換比率の算定に際して、当社及び日本瓦斯から提供を受けた情報及び一般に公開された

情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであること、株式

交換比率の算定に重大な影響を与える可能性がある事実でＳＭＢＣ日興証券に対して未開示の事実はないこと等を前提

としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。又、当社及び日本瓦斯並びにその子会社・

関連会社の資産及び負債（偶発債務を含みます。）について、独自の評価又は査定を行っていないことを前提としてお

ります。また、かかる算定において参照した当社及び日本瓦斯の財務見通しについては、当社及び日本瓦斯により現時

点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に準備・作成されたことを前提としていること、並びにかかる算定は

平成25年12月19日現在の情報と経済情勢を反映したものであることを前提としております。

 

②　算定の経緯

　当社は、東京共同会計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、当社及び日本瓦斯の財務

状況、業績動向、株価動向等を勘案し、これらを踏まえ日本瓦斯と真摯に交渉・協議を行いました。

　その結果、当社は、それぞれが委託した算定機関による株式交換比率の算定結果、それぞれの財務状況、業績動向、

株価動向等の要因を総合的に勘案し、当社及び日本瓦斯と利害関係を有しない鳥飼総合法律事務所による法的助言並び

に当社及び日本瓦斯から独立した第三者委員会（今村誠氏（三宅坂総合法律事務所　弁護士）、石原幹郎氏（公認会計

士　石原幹郎事務所　公認会計士・税理士）及び榎本栄一氏（有限会社榎本新聞舗代表取締役　当社社外取締役））の

本株式交換に係る決定が少数株主にとって不利益なものではないとの答申書を踏まえ、上記(3)②記載の株式交換比率は

妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであると判断し、平成25年12月20日に開催された当社及び日本瓦斯の

取締役会にて、本株式交換の株式交換比率を決定し、同日、本株式交換契約を締結しました。

　なお、本株式交換比率にかかる日本瓦斯との交渉、本株式交換にかかる取締役会の審議・議決には、当社取締役及び

監査役のうち、日本瓦斯の役員又は従業員である者及び日本瓦斯の役員又は従業員の地位喪失後３年以内の者は、利益

相反のおそれがあることを考慮し、参加しておりません。

 

③　算定機関との関係

　東京共同会計及びＳＭＢＣ日興証券はいずれも、当社及び日本瓦斯から独立した算定機関であり、当社及び日本瓦斯

の関連当事者には該当せず、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。
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(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

会社の商号 日本瓦斯株式会社

本店の所在地 東京都中央区八丁堀二丁目10番７号

代表者の氏名 代表取締役社長　　和田　眞治

資本金の額 7,070百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 ＬＰガス事業、都市ガス事業

 

以　上
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