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子会社の異動に関するお知らせ

当社は、18.9％を出資しております株式会社クックイノベンチャーについて、平成 25 年 10 月期第 2 四半期よ

り連結の範囲に含めることといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１． 異動が生じた経緯及び理由

平成 25 年 2 月設立の株式会社クックイノベンチャー（以下、「クックイノベンチャー」といいます。）につい

ては、同月に当社より 18.9％の出資がなされております。

また、クックイノベンチャーは株式会社ジー・ネットワークス（東証上場 コード番号：7474）、株式会社さ

かい（JASDAQ上場 コード番号：7622）、株式会社ジー・テイスト（JASDAQ 上場 コード番号：2694）の

上場3社をはじめとする企業集団の親会社および主要株主である株式会社ジー・コミュニケーション（未上場 以

下、「ジー・コミュニケーション」といいます。）の株式を 100％所有する親会社です。

   平成 25 年 10 月期第 2 四半期において当社はクックイノベンチャーへの出資比率自体は 18.9％であるものの、

当社のクックイノベンチャーへの資金の貸付や役員の派遣など当社とクックイノベンチャーの関係性を勘案し、

会計監査人との協議の結果、本日付けで当該企業グループ各社を連結子会社として連結の範囲に含めることとい

たしました。

●新規連結子会社との相関図

※本日お知らせ致しました「当社連結子会社（曾孫会社）の株式取得に関するお知らせ」の通り当社は関原酒造㈱の

株式を取得いたしますので本日付けで当社の 100％子会社となります。



２．異動する子会社（クックイノベンチャー）の概要

(1) 商号 株式会社クックイノベンチャー

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役 杉本 英雄

(3) 本店所在地 兵庫県加古郡稲美町中一色 876 番地 1
(4) 設立年月日 平成 25年 2 月

(5) 主な事業内容 会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理

する事業

(6) 資本金の額 5 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社クックイノベンチャー役員持株会 81.1％
株式会社神戸物産 18.9％

(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社に 18.9％の出資をしております。

人的関係 当社は当該会社に役員を派遣しております。

取引関係 資金の貸付があります。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

※平成 25 年 2 月設立のため当該 3 年間の経営成績及び財政状態の数値はございません。

異動する子会社（ジー・コミュニケーション・当社孫会社）の概要

(1) 商号 株式会社ジー・コミュニケーション

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 杉本 英雄

(3) 本店所在地 愛知県名古屋市北区萩野通 1-8-1
(4) 設立年月日 平成 9年 6 月

(5) 主な事業内容 グループホールディングカンパニー、コンサルティング事業

(6) 資本金の額 52 億 54 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社クックイノベンチャー 100％

(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。なお、当社は当該会社の親会社にあた

るクックイノベンチャーに対し 18.9％出資してお

ります。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 22年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24年 3 月期

純資産 9,312,140 千円 1,942,185 千円 1,938,419 千円

総資産 13,775,036 千円 5,677,519 千円 4,963,714 千円

1 株当り純資産 653.62 円 136.32 円 136.06 円

売上高 2,496,036 千円 2,063,761 千円 621,726 千円

営業利益 △34,094 千円 △67,337 千円 100,966 千円

経常利益 129,272 千円 137,150 千円 59,413 千円

当期純利益 366,107 千円 △7,369,954 千円 △3,766 千円

1 株当り当期純利益 25.70 円 △517.30 円 △0.26 円

1 株当り配当金 － － －

異動する子会社（ジー・テイスト・当社曾孫会社）の概要

(1) 商号 株式会社ジー・テイスト※

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 稲吉 史泰

(3) 本店所在地 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目 2番地 10 号

(4) 設立年月日 昭和 34年 11 月

(5) 主な事業内容 外食事業の直営及びFC 展開

(6) 資本金の額 17 億 85 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 44.34％



(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社の親会社（祖父会社）にあたるクッ

クイノベンチャーに対し 18.9％出資しております。

また、当該会社の発行する第三者割当による無担保

転換社債型新株予約権付社債の発行を引き受けて

おり潜在株式として 31.56％及び他社株取得信託契

約に基づき取得した株式として 2.08％を保有して

おります。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 商品売買取引を行っております。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 23年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 25年 3 月期

純資産 3,646,723 千円 4,741,338 千円 4,869,285 千円

総資産 11,371,044 千円 11,259,119 千円 10,024,957 千円

1 株当り純資産 55.41 円 63.76 円 65.48 円

売上高 17,197,104 千円 16,901,523 千円 15,503,770 千円

営業利益 △98,434 千円 1,172,196 千円 774,745 千円

経常利益 25,238 千円 1,120,630 千円 730,063 千円

当期純利益 △2,188,130 千円 794,645 千円 127,973 千円

1 株当り当期純利益 △36.26 円 11.55 円 1.72 円

1 株当り配当金 － － －

※平成 25 年 5 月 15 日に当該会社より開示しております「合併による株式会社ジー・テイスト、株式会社ジ

ー・ネットワークス及び株式会社さかいの経営統合並びに会社分割による新会社設立に関するお知らせ」

の通り当該会社は平成 25 年 8 月 1 日を合併効力発生日とし、当該会社を存続会社とし株式会社ジー・ネ

ットワークス及び株式会社さかいを吸収合併する予定でございます。

異動する子会社（ジー・ネットワークス・当社曾孫会社）の概要

(1) 商号 株式会社ジー・ネットワークス※

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 阿久津 貴史

(3) 本店所在地 山口県山陽小野田市大字高泊字西大塚 1198番地 4
(4) 設立年月日 昭和 41年 5 月

(5) 主な事業内容 外食事業の直営及びFC 展開

(6) 資本金の額 17 億 15 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 45.82％

(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社の親会社（祖父会社）にあたるクッ

クイノベンチャーに対し 18.9％出資しております。

また、当該会社の発行する第三者割当による無担保

転換社債型新株予約権付社債の発行を引き受けて

おり潜在株式として 30.49％及び他社株取得信託契

約に基づき取得した株式として 1.03％を保有して

おります。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 商品売買取引を行っております。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 23年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 25年 3 月期

純資産 2,670,211 千円 2,204,490 千円 2,233,099 千円

総資産 5,245,551 千円 4,652,291 千円 4,491,432 千円

1 株当り純資産 113.24 円 93.49 円 94.71 円

売上高 7,348,644 千円 7,521,691 千円 7,297,284 千円

営業利益 192,967 千円 111,506 千円 102,395 千円

経常利益 219,329 千円 101,695 千円 96,260 千円



当期純利益 11,802 千円 △465,708 千円 28,620 千円

1 株当り当期純利益 0.50 円 △19.75 円 1.21 円

1 株当り配当金 － － －

※平成 25 年 5 月 15 日に当該会社より開示しております「合併による株式会社ジー・テイスト、株式会社ジ

ー・ネットワークス及び株式会社さかいの経営統合並びに会社分割による新会社設立に関するお知らせ」

の通り当該会社は平成 25年 8 月 1 日を合併効力発生日とし、株式会社ジー・テイストに吸収合併される

予定でございます。本合併に伴い、当該会社は解散することとなります。

異動する子会社（さかい・当社曾孫会社）の概要

(1) 商号 株式会社さかい※

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 山下 淳

(3) 本店所在地 愛知県名古屋市北区黒川本通二丁目 46 番地

(4) 設立年月日 昭和 55年 5 月

(5) 主な事業内容 外食事業の直営及びFC 展開

(6) 資本金の額 17 億 95 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 48.77％

(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社の親会社（祖父会社）にあたるクッ

クイノベンチャーに対し 18.9％出資しております。

また、当該会社の発行する第三者割当による無担保

転換社債型新株予約権付社債の発行を引き受けて

おり潜在株式として 31.82％及び他社株取得信託契

約に基づき取得した株式として 1.04％を保有して

おります。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 商品売買取引を行っております。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 23年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 25年 3 月期

純資産 1,814,203 千円 1,521,223 千円 1,594,276 千円

総資産 4,770,995 千円 4,384,455 千円 4,282,859 千円

1 株当り純資産 77.45 円 64.94 円 68.06 円

売上高 7,020,620 千円 5,787,373 千円 5,483,071 千円

営業利益 89,775 千円 △97,423 千円 121,398 千円

経常利益 118,901 千円 △31,884 千円 185,850 千円

当期純利益 △263,063 千円 △292,979 千円 73,053 千円

1 株当り当期純利益 △11.48 円 △12.51 円 3.12 円

1 株当り配当金 － － －

※平成 25 年 5 月 15 日に当該会社より開示しております「合併による株式会社ジー・テイスト、株式会社ジ

ー・ネットワークス及び株式会社さかいの経営統合並びに会社分割による新会社設立に関するお知らせ」

の通り当該会社は平成 25 年 8 月 1 日を合併効力発生日とし、株式会社ジー・テイストに吸収合併される

予定でございます。本合併に伴い、当該会社は解散することとなります。

異動する子会社（ジー・フード・当社曾孫会社）の概要

(1) 商号 株式会社ジー・フード

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 太田 秀司

(3) 本店所在地 愛知県名古屋市北区萩野通 1-8-1
(4) 設立年月日 昭和 56年 3 月

(5) 主な事業内容 外食事業の直営及びFC 展開

(6) 資本金の額 50 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 100％



(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。なお、当社は当該会社の親会社（祖父

会社）にあたるクックイノベンチャーに対し 18.9％
出資しております。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 22年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24年 3 月期

純資産 459,830 千円 216,440 千円 194,810 千円

総資産 1,725,190 千円 1,581,280 千円 1,336,289 千円

1 株当り純資産 4,257.69 円 2,004.08 円 1,803.81 円

売上高 4,809,941 千円 4,612,124 千円 4,200,717 千円

営業利益 13,278 千円 △131,424 千円 11,180 千円

経常利益 112,295 千円 △45,172 千円 82,411 千円

当期純利益 △1,615 千円 △180,857 千円 △21,629 千円

1 株当り当期純利益 △14.96 円 △1,674.61円 △200.27 円

1 株当り配当金 － － －

異動する子会社（関原酒造・当社曾孫会社）の概要

(1) 商号 関原酒造株式会社

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 飯原 正人

(3) 本店所在地 新潟県長岡市関原町一丁目 1029 番地 1
(4) 設立年月日 昭和 10年 12 月 7日

(5) 主な事業内容 酒類の製造および販売等

(6) 資本金の額 99 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 100％※

(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。なお、当社は当該会社の親会社（祖父

会社）にあたるクックイノベンチャーに対し 18.9％
出資しております。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 22年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24年 3 月期

純資産 △67,902 千円 △63,870 千円 △69,553 千円

総資産 83,219 千円 70,508 千円 59,231 千円

1 株当り純資産 △30,273.07 円 △28,475.33 円 △31,008.99 円

売上高 125,459 千円 140,696 千円 96,942 千円

営業利益 11,735 千円 8,427 千円 3,287 千円

経常利益 9,436 千円 4,186 千円 △2,876 千円

当期純利益 21,322 千円 3,992 千円 △5,683 千円

1 株当り当期純利益 9,506.32 円 1,779.90 円 △2,533.66円

1 株当り配当金 － － －

※本日お知らせ致しました「当社連結子会社（曾孫会社）の株式取得に関するお知らせ」の通り当該会社の

株式を取得いたしますので本日付けで当社の 100％子会社となります。

異動する子会社（ビー・サプライ・当社曾孫会社）の概要

(1) 商号 ビー・サプライ株式会社

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 杉本 英雄



(3) 本店所在地 東京都豊島区南大塚三丁目 39 番 15号

(4) 設立年月日 平成 18年 7 月

(5) 主な事業内容 業務用食材・備品等の卸売販売及び外食事業向けの総合サービス

(6) 資本金の額 50 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 100％

(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。なお、当社は当該会社の親会社（祖父

会社）にあたるクックイノベンチャーに対し 18.9％
出資しております。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 22年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24年 3 月期

純資産 △365,911 千円 △435,279 千円 △386,509 千円

総資産 1,292,077 千円 1,299,969 千円 1,305,538 千円

1 株当り純資産 △365,911.86 円 △435,279.83 円 △386,509.98 円

売上高 9,627,782 千円 9,497,829 千円 8,880,103 千円

営業利益 108,470 千円 19,471 千円 68,514 千円

経常利益 120,596 千円 △2,089 千円 51,540 千円

当期純利益 122,315 千円 △69,367 千円 48,769 千円

1 株当り当期純利益 122,315.22 円 △69,367.97 円 48,769.85 円

1 株当り配当金 － － －

異動する子会社（ギンガシステムソリューション・当社孫会社）の概要

(1) 商号 株式会社ギンガシステムソリューション

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 小川 一久

(3) 本店所在地 東京都中央区銀座一丁目 15番 2号

(4) 設立年月日 平成 17年 9 月

(5) 主な事業内容 TV 電話事業・システム・ASP の開発・POSレジ販売・コンサルティング

(6) 資本金の額 50 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 100％

(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。なお、当社は当該会社の親会社（祖父

会社）にあたるクックイノベンチャーに対し 18.9％
出資しております。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 22年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24年 3 月期

純資産 150,084 千円 140,382 千円 196,827 千円

総資産 437,242 千円 386,059 千円 420,664 千円

1 株当り純資産 150,084.92 円 140,382.78 円 196,827.10 円

売上高 673,706 千円 687,575 千円 656,651 千円

営業利益 83,460 千円 90,793 千円 97,289 千円

経常利益 123,508 千円 130,106 千円 139,528 千円

当期純利益 39,988 千円 75,297 千円 76,444 千円

1 株当り当期純利益 39,988.87 円 75,297.85 円 76,444.33 円

1 株当り配当金 － － －



異動する子会社（ノーウェア・当社曾孫会社）の概要

(1) 商号 株式会社ノーウェア

(2) 代表者の役職氏名 代表取締役社長 寺井 太佑

(3) 本店所在地 愛知県名古屋市北区萩野通 1-8-1
(4) 設立年月日 平成 21年 7 月

(5) 主な事業内容 高齢者介護事業の運営

(6) 資本金の額 10 百万円

(7) 大株主及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 100％

(8) 当社との関係

資本関係 当社は当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。なお、当社は当該会社の親会社（祖父

会社）にあたるクックイノベンチャーに対し 18.9％
出資しております。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態

決算期 平成 22年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24年 3 月期

純資産 7,435 千円 8,604 千円 2,611 千円

総資産 8,687 千円 16,517 千円 22,468 千円

1 株当り純資産 37,175.79 円 43,020.51 円 13,058.09 円

売上高 4,589 千円 50,699 千円 94,926 千円

営業利益 △2,353 千円 1,407 千円 △8,526 千円

経常利益 △2,480 千円 1,429 千円 △7,393 千円

当期純利益 △2,564 千円 1,168 千円 △5,992 千円

1 株当り当期純利益 △12,824.22 円 5,844.73 円 △29,962.42 円

1 株当り配当金 － － －

３．当該異動の前後における当社の所有に係る当該子会社の議決権の数及び当該子会社の総株主等の議決権に対

する割合

① 当社の所有に係る当該子会社の議決権の数

  異動前 28 個

  異動後 28 個

② 当社子会社の総株主等の議決権に対する割合

  異動前 18.9％
  異動後 18.9％
  

４．異動年月日

平成 25 年 5 月 21 日

５．今後の見通し

当該異動による当期の連結業績への影響は現在詳細を算定中であります。

平成 25 年 10 月期の業績予想につきましては、他の影響等も勘案して修正の必要が生じた場合には速やかに公

表いたします。

以 上


