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１【提出理由】

　当社は、平成28年４月６日開催の取締役会において、株式会社サーラコーポレーション（以下「サーラコーポレー

ション」といいます。）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、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27年11月30日現在）

商号 株式会社サーラコーポレーション

本店の所在地 愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地　サーラタワー

代表者の氏名 代表取締役社長　　神野　吾郎

資本金の額 8,025百万円

純資産の額（連結） 30,931百万円

純資産の額（単体） 29,067百万円

総資産の額（連結） 94,322百万円

総資産の額（単体） 36,629百万円

事業の内容 グループ企業における経営管理

 

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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

事業年度 平成25年11月期 平成26年11月期 平成27年11月期

売上高 137,252 140,853 130,201

営業利益 1,605 2,513 3,647

経常利益 2,056 2,909 3,937

当期純利益 1,307 1,421 1,928

 

（単体）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

事業年度 平成25年11月期 平成26年11月期 平成27年11月期

売上高 1,275 1,222 1,240

営業利益 257 239 318

経常利益 267 250 320

当期純利益 449 435 498

 

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27年11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（％）

中部瓦斯株式会社 14.67

サーラコーポレーション従業員持株会 5.82

ガステックサービス共栄会 5.03

中部ガス不動産株式会社 4.54

三井住友信託銀行株式会社

（（常任代理人）日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社）

4.51

株式会社サーラコーポレーション 4.34

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3.86

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口４）

3.75

株式会社静岡銀行

（（常任代理人）日本マスタートラスト信託銀行

株式会社）

3.70

株式会社三井住友銀行 2.96
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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

サーラコーポレーションは当社の発行済株式数の8.26％（間接保有含みます。）を保

有しております。また、当社は、サーラコーポレーションの発行済株式数の19.22％

（間接保有含みます。）を保有しております。

人的関係

サーラコーポレーションの代表取締役会長は、当社の代表取締役会長を、サーラコー

ポレーションの代表取締役社長は、当社の代表取締役社長を、サーラコーポレーショ

ンの代表取締役専務は、当社の取締役をそれぞれ兼務しております。また、当社の従

業員29名が、サーラコーポレーションに出向しております。

取引関係

サーラコーポレーションの連結子会社は、当社からガス工事を請負っています。ま

た、サーラコーポレーションの連結子会社と当社は、相互に不動産の賃貸を行ってお

ります。

 

(2)　本株式交換の目的

サーラコーポレーション、当社及びサーラ住宅株式会社（以下「サーラ住宅」といいます。）並びにかかる３社

の子会社を含めた41社で構成されるサーラグループは、愛知県東部と静岡県西部を地盤として、都市ガス、ＬＰガ

ス等のエネルギー供給事業、戸建住宅の建設・販売事業、設備・土木・建築事業等を展開しています。

サーラグループは、明治42年の豊橋瓦斯株式会社（現　中部瓦斯）創業以来、「信用第一、お客さま第一」「地

域の発展への貢献」という理念のもと、「進取の気概」を旗印に、常に地域のお客さまの新たなニーズに応えるこ

とで事業を拡大してまいりました。平成５年にはサーラグループのさらなる総合力発揮に向けて、統一の基本理念

「美しく快適な人間空間づくりを通し、地域社会から信頼される企業グループとして、豊かな社会の実現をめざし

ます」を定め、平成16年には「ＳＡＬＡ（サーラ）」を共通ブランドとして掲げて、決済手段であるサーラカード

を柱とするサーラクラブ会員の組織化や、お客さまへの暮らしの提案拠点であるサーラプラザの展開など、段階的

にグループの連携を強化してまいりました。

サーラコーポレーションは、愛知県東部及び静岡県西部を中心としてＬＰガス等のエネルギー供給事業、設備・

土木・建築事業、輸入車販売事業、動物用医薬品販売事業等を展開する事業会社27社の持株会社です。また、サー

ラグループの本部機能として、グループ戦略の立案、ブランド戦略の推進、横断的な事業展開としてリフォーム事

業や宅配水事業の推進を担っています。

当社は、愛知県東部及び静岡県西部において約23万件のお客さまへ都市ガスを供給する事業を行っています。ま

た、連結子会社８社を有し、電力の供給、ガス機器の販売・点検・修理等を行うガスショップの運営、不動産売

買・賃貸仲介、マンション販売、スポーツクラブの運営等、地域に密着した事業を展開しています。

サーラ住宅は、愛知県、静岡県西部地区を中心に木造軸組工法による注文・分譲住宅の建設・販売、リフォーム

事業、住宅用資材販売を行っています。住宅事業では、コア技術である「外断熱・二重通気工法」による健康で快

適な住まいを目指しています。これに、太陽光発電、ネットゼロエネルギー等の省エネルギー性に優れ、耐震性の

高い「外断熱ハイブリッド構法」、耐候性の高い外装材等による耐久性を加えた付加価値の高い住宅を供給してい

ます。

これまではグループの連携を深めつつも、３社がそれぞれ経営の独立性を保ちながら成長を目指してきました。

しかしながら、エネルギー自由化の潮流や少子高齢化の進展に伴う地域・社会の変化を展望すると、現体制での部

分的な連携にとどまらず、サーラグループが一体となって、各社の多様なサービスの提供を通じて、お客さまの暮

らしやビジネスを総合的にサポートしていく事業展開とすることが、持続的な成長のために必要であるという認識

の下、３社は平成27年11月から将来に向けた相互の協力体制のあり方について協議・検討を重ねてまいりました。

その結果、サーラコーポレーションが株式交換により当社及びサーラ住宅を完全子会社化し、迅速な意思決定と機

動的な事業展開を行うことができる資本関係に再編し、サーラグループの持つ経営資源の最適配分とお客さま基盤

の有効活用によって、エネルギー事業及び住まい事業を強化し、サーラグループとしてさらなる企業価値の向上を

実現できると判断するに至りました。

今後、持株会社であるサーラコーポレーションはグループ内の事業再編や構造改革を通じて、以下に記載する①

ガバナンスの強化、②お客さま基盤の活用と強化、③総合的な事業展開、④一層の経営効率化を強力に推進してま

いります。

 

①ガバナンスの強化

従来の緩やかな連携の中でそれぞれが成長を目指すグループ運営体制から、持株会社であるサーラコーポレー

ションの下に事業会社を配置する体制に移行することで、意思決定の一元化・迅速化を図り、グループ内における

事業の重複・競合を排除し、経営資源の最適配分を行うことで企業価値の最大化を目指します。

 

②お客さま基盤の活用と強化

サーラグループの強みは、創業以来、地域密着・暮らし密着のサービス提供の積み重ねによって培ってきた約50

万件のお客さまとの信頼関係です。これまでは３社が個別最適でお客さまにサービスをお届けしてきましたが、今
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後はお客さま情報をグループで一元管理し、お客さま接点である相談窓口の担当者、サーラプラザ店舗、ｗｅｂサ

イトを地域ごとお客さまごとに整理することで、名実ともに共通の「ＳＡＬＡ（サーラ）」ブランドのもとに各社

の商品・サービスを展開し、お客さまとの関係を一層強固なものにしてまいります。

 

③総合的な事業展開

（エネルギー事業）

これまで都市ガスとＬＰガスに分かれていたエネルギー事業の統合再編を進めることで事業の重複・競合を排除

するとともに、他事業との連携を一層強化します。家庭用のお客さまには電力を含めたエネルギー供給に加えて、

リフォームや宅配水など暮らしのサービスを拡充してまいります。また、業務用のお客さまには、省エネ診断から

最適なエネルギー提案、関連する機械・設備の設計、施工、メンテナンス、リニューアル工事まで、総合的なエネ

ルギーサービスを提供します。

（住まい事業）

これまで３社に分かれていた戸建住宅の建設・販売、マンションの建設・販売、中古住宅再販、リフォーム、不

動産売買・賃貸仲介、付帯する金融サービスなどのさらなる連携強化を推し進め、新築からリフォーム、建替え、

住み替えまで、お客さまの住まいに関する総合的なサービスを提供してまいります。

 

④一層の経営効率化

３社の本社部門や営業部門・拠点の重複する機能を再編することで業務の効率化・高度化を図ります。また、エ

ネルギー事業を中心に、購買機能の集約による仕入コストの削減等による効率化を進めます。

 

サーラグループはこれらの取り組みにより、持続的な収益力の強化及び企業価値のさらなる向上を図り、地域の

発展と豊かな暮らしに貢献するとともに、本株式交換を、サーラコーポレーションを株式交換完全親会社、サーラ

住宅を株式交換完全子会社とする株式交換とあわせて行うことによりサーラコーポレーションの株式を保有するこ

ととなる当社及びサーラ住宅の株主の皆様を含め、全てのステークホルダーの皆様のご期待に一層応えてまいりま

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株式交換契約の内容

①　本株式交換の方法

サーラコーポレーション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となります。

また、本株式交換は、サーラコーポレーションについては、平成28年６月３日開催予定のサーラコーポレー

ションの臨時株主総会において、当社については、平成28年６月８日開催予定の当社の臨時株主総会において、

それぞれ本株式交換に係る株式交換契約の承認を受けた上で、平成28年７月１日を効力発生日として行われる予

定です。

なお、サーラコーポレーションと当社との本株式交換と同様の日程により、サーラコーポレーションを株式交

換完全親会社、サーラ住宅を株式交換完全子会社とする株式交換を行う予定となっております。

 

②　本株式交換に係る割当ての内容

会社名
サーラコーポレーション

（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 0.47

（注１）株式の割当比率

当社の普通株式１株に対してサーラコーポレーションの普通株式0.47株を割当交付いたします。ただ

し、サーラコーポレーションが保有する当社の普通株式62,000株については、本株式交換による株式の割

当ては行いません。なお、上記の本株式交換に係る割当比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が

生じた場合、サーラコーポレーションと協議の上、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サーラコーポレーションの株式数

本株式交換により交付される株式数：普通株式27,463,048株

サーラコーポレーションは、本株式交換に際して、本株式交換によりサーラコーポレーションが当社の

発行済株式（ただし、サーラコーポレーションが保有する当社の普通株式を除きます。）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の皆様（ただし、サーラコーポレー

ションを除きます。）に対し、その保有する当社の普通株式に代えて、上記表の割当比率に基づいて算出

した数のサーラコーポレーションの普通株式を割当交付いたします。サーラコーポレーションの交付する

株式は、新たに発行する普通株式、及びサーラコーポレーションが保有する自己株式（平成27年11月30日

時点1,754,711株）にて充当する予定です。

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取締役会の決議により、当社が保有する自

己株式（平成27年12月31日現在の自己株式数266,488株）及び基準時の直前時までに当社が保有すること
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となる全ての自己株式（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

に応じて取得する自己株式を含みます。）を、基準時の直前時をもって消却する予定です。

本株式交換により割当交付する株式数については、当社による自己株式の取得・消却等の理由により今

後修正される可能性があります。

（注３）サーラコーポレーションの子会社、当社が直接又は間接に保有し、又は取得するサーラコーポレーション

の普通株式について

本株式交換により株式交換完全子会社となる当社は、株式交換完全親会社となるサーラコーポレーショ

ンの普通株式を、直接又は間接に7,754,350株保有しております。また、サーラコーポレーションの複数

の子会社は当社の普通株式（3,625,482株）を直接保有しているところ、本株式交換により、これらの株

式に対してサーラコーポレーションの普通株式が割当交付される予定です。これらのサーラコーポレー

ションの普通株式については、本株式交換の効力発生日以降、子会社の有する親会社株式となるため、会

社法第135条第３項の規定に従い相当の時期に処分する予定です。

（注４）単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、サーラコーポレーションの単元未満株式（100株未満の株式）を所有することとな

る株主の皆様につきましては、サーラコーポレーション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市場において売却することができません。

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、単元未満株式を所有する株主の皆様がサーラコーポレー

ションに対し、所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項の規定及びサーラコーポレーションの定款の定めに基づき、単元未満株式を

所有する株主の皆様がサーラコーポレーションに対し、所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５）１株に満たない端数の取扱い

本株式交換に伴い、サーラコーポレーションの普通株式１株に満たない端数の交付を受けることとなる

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（その合計

数に１に満たない端数がある場合は切り捨てるものとします。）に相当するサーラコーポレーション株式

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。

 

 

③　本株式交換に係る株式交換契約の内容

当社が、サーラコーポレーションとの間で平成28年４月６日に締結した本株式交換に係る株式交換契約の内容

は、次のとおりです。

 

株式交換契約書

 

株式会社サーラコーポレーション（以下「甲」という。）及び中部瓦斯株式会社（以下「乙」という。）は、平成28年

４月６日（以下「本締結日」という。）付で、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、本契約の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、甲が保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：株式会社サーラコーポレーション

　　　住所：愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地　サーラタワー

乙　　商号：中部瓦斯株式会社

　　　住所：愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地　サーラタワー

 

第３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又は記録された株主（但し、甲を除く。以下「本割当対象株主」とい

う。）に対して、乙の普通株式に代わり、その保有する乙の普通株式の数の合計に0.47を乗じて得た数の甲の

普通株式を交付する。
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２．甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の普通株式１株につき、甲の普通株式

0.47株の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。

３．甲が前２項に従って本割当対象株主に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、会

社法第234条その他の関係法令の規定に基づき処理するものとする。

 

第４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、

甲が適当に定める。

 

第５条　　（効力発生日）

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28年７月１日とする。但し、本株式交換の

手続の進行等に応じて必要があるときは、甲乙で協議し合意の上、これを変更することができる。

 

第６条　　（株式交換契約承認株主総会）

甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれの株主総会（以下「株式交換承認総会」という。）において、本

契約の承認を求めるものとする。

 

第７条　　（善管注意義務等）

１．甲及び乙は、本締結日後効力発生日に至るまでの間、それぞれ善良なる管理者の注意をもって業務執行及び財

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、あらかじめ甲乙で協議

し合意の上、これを行う。

２．甲及び乙は、前項の規定に拘わらず、甲がサーラ住宅株式会社（住所：愛知県豊橋市白河町100番地。以下

「丙」という。）との間で、甲を株式交換完全親会社、丙を甲の株式交換完全子会社とする株式交換契約（な

お、その概要は次の各号のとおり。）を締結し、当該契約に基づいて株式交換（以下「丙株式交換」とい

う。）を行う予定であることを確認する。

 

（１）効力発生日 平成28年７月１日

（２）株式交換に際して交付する株式 丙株式交換が効力を生じる時点の直前時の丙の株主名簿に記

載又は記録された株主（但し、甲を除く。）に対し、その有

する丙の株式の合計数に1.30を乗じた数の甲の株式を交付す

る。

 

第８条　　（自己株式の消却）

乙は、取締役会決議をもって、基準時の直前時において保有する自己株式（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む。）の全て

を消却する。

 

第９条　　（剰余金の配当）

１．甲は、平成28年５月31日を基準日として、普通株式１株につき金５円を限度とする金銭による剰余金の配当を

行うことができる。

２．乙は、平成28年６月30日を基準日として、普通株式１株につき金3.5円を限度とする金銭による剰余金の配当

を行うことができる。

３．甲及び乙は、前２項に定める場合を除き、本締結日後、効力発生日より前の日を基準日とする剰余金の配当を

行ってはならない。

 

第10条　　（本契約の変更等）

本締結日後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、本株式交換又は丙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は、甲乙で協議し合意の上、本株式交換の条件その他の本契約の内容を変更

し若しくは本株式交換を中止し、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、(i)第６条に定める甲又は乙の株式交換承認総会において本契約の承認が受けられない場合、(ii)法令

等に定められた本株式交換の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、又は(iii)前条に従い本株式交

換が中止され、若しくは本契約が解除された場合は、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。
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本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙署名の上、各１通を保有する。

 

平成28年４月６日

 

甲　　愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー

　　　株式会社サーラコーポレーション

　　　代表取締役社長　神野　吾郎

 

乙　　愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー

　　　中部瓦斯株式会社

　　　代表取締役専務　鳥居　裕

 

(4)　本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

①　割当ての内容の根拠及び理由

サーラコーポレーション及び当社は、本株式交換に用いられる上記２(3)②「本株式交換に係る割当ての内

容」に記載の本株式交換に係る割当比率の算定に当たって公正性・妥当性を確保するため、それぞれ別個に、各

社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、サーラコーポレーションは野村證券

株式会社（以下「野村證券」といいます。）を、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ＳＭＢＣ日興証券」

といいます。）を、それぞれの第三者算定機関として選定いたしました。

各社は、それぞれ、当該第三者算定機関に対し、本株式交換に用いられる株式交換比率の算定を依頼し、当該

第三者算定機関による算定結果を参考に、サーラコーポレーションについては、当社に対して実施したデュー・

ディリジェンスの結果等を、当社についてはサーラコーポレーションに対して実施したデュー・ディリジェンス

の結果等を踏まえて、財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、株式交換比率につい

て慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記２(3)②「本株式交換に係る割当ての内容」記載の本株式交換

に係る割当比率が妥当であるとの判断に至り、本日開催された、各社の取締役会において、本株式交換に係る割

当比率を決定し、合意いたしました。

 

②　算定機関との関係

サーラコーポレーションの第三者算定機関である野村證券及び当社の第三者算定機関であるＳＭＢＣ日興証券

はいずれも、サーラコーポレーション及び当社から独立した算定機関であり、サーラコーポレーション及び当社

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。

 

③　算定の概要

サーラコーポレーション及び当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の算定にあたって公正性を期すた

め、(i)サーラコーポレーションは野村證券を第三者算定機関として選定し、本株式交換に用いられる株式交換

比率の算定を依頼し、(ii)当社はＳＭＢＣ日興証券を第三者算定機関として選定し、本株式交換に用いられる株

式交換比率の算定を依頼し、それぞれ以下の内容を含む株式交換比率算定書を取得いたしました。

 

（サーラコーポレーション）

野村證券は、サーラコーポレーションについては、同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、市場株価平均法を、またサーラコーポレーションには比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似

会社比較による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、それに加えて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「ＤＣＦ法」といいます。）を、それぞ

れ採用して算定を行いました。

当社については、当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、市場株価平均法を、

また当社には比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による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、それに加えて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。

各評価方法によるサーラコーポレーション株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の評価レンジは、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 0.38～0.41

類似会社比較法 0.38～0.45

ＤＣＦ法 0.40～0.66
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なお、市場株価平均法においては、平成28年４月５日を算定基準日として、算定基準日の終値、算定基準日か

ら遡る直近５営業日、１ヵ月間、３ヵ月間及び６ヵ月間の各期間の終値単純平均値を採用しております。

 

野村證券は、上記株式交換比率の算定に際して、サーラコーポレーション及び当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、サーラコーポレーション及び当社とそ

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。野村證券の

株式交換比率の算定は、平成28年４月５日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、サーラコーポ

レーション及び当社の財務予測については、各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、野村證券がＤＣＦ法の前提としたサーラコーポレーションの財務予測においては、大幅な増減益を見込

んでおりません。野村證券がＤＣＦ法の前提とした当社の財務予測においては、平成28年２月10日付け「平成27

年12月期 決算短信[日本基準]（連結）」において開示されているとおり平成28年12月期に大幅な減益を見込ん

でいます。これは当社の持分法適用関連会社である静浜パイプライン株式会社の所有する静浜幹線の使用料が当

期において通年で計上されることによるものです。

 

（当社）

ＳＭＢＣ日興証券は、サーラコーポレーションについては、同社が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。）市場第一部及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）

市場第一部に上場しており、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す

るため、ＤＣＦ法を採用して算定を行いました。

当社については、当社が名古屋証券取引所市場第二部に上場しており、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するため、ＤＣＦ法を採用して算定を行いました。

 

サーラコーポレーションの株式１株当たりの株式価値を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

市場株価法 0.38～0.40

ＤＣＦ法 0.23～0.71

 

市場株価法においては、サーラコーポレーションについては、平成28年４月５日を基準日として、東京証券取

引所におけるサーラコーポレーションの普通株式の算定基準日の株価終値、算定基準日までの直近１ヵ月及び直

近３ヵ月における終値単純平均株価を用いて評価を行いました。当社については、平成28年４月５日を基準日と

して、名古屋証券取引所における当社の普通株式の算定基準日の株価終値、算定基準日までの直近１ヵ月及び直

近３ヵ月における終値単純平均株価を用いて評価を行いました。

ＤＣＦ法においては、サーラコーポレーションについては、サーラコーポレーションから提出された財務予測

に基づくキャッシュ・フローを、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や株式価値を評価し

ております。当社については、当社から提出された財務予測に基づくキャッシュ・フローを、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や株式価値を評価しております。なお、算定の前提としたサーラコーポ

レーションの財務予測においては、大幅な増減益を見込んでいる事業年度はありません。また、当社の財務予測

においては、平成28年２月10日付け「平成27年12月期決算短信[日本基準]（連結）」にて開示させていただいて

いるとおり、平成28年12月期において大幅な減益を見込んでおりますが、これは静浜幹線全線供給開始に伴う静

浜パイプライン株式会社への静浜幹線の使用料の支払いによるものです。また、平成29年12月期においては、法

人税減少の影響により、大幅な増益を見込んでおります。なお、両社の財務予測は、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、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、サーラコーポレーション、当社及びそれら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28年４月５日までの情報及び経済条件を反映したものであり、サーラコーポレーション及び当社の

財務予測については、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。
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当社は、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、ＳＭＢＣ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。

 

(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 株式会社サーラコーポレーション

本店の所在地 愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地　サーラタワー

代表者の氏名 代表取締役社長　　神野　吾郎

資本金の額 8,025百万円

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 グループ企業における経営管理

 

以　上
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