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臨時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々及びご家族・関係者の皆様に
心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。
開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策に万全を尽くしますが、株主の
皆様におかれましては、健康と安全、感染拡大防止の観点から、極力、当日のご出席
に代えて、事前に書面またはインターネットにより、2021年７月６日（火曜日）午後
６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
記
１. 日
時
2021年７月７日 （水曜日） 午後２時30分
（受付開始は午後２時10分となっております。）
２. 場
所
東京都港区三田一丁目４番28号
三田国際ビル地下１階会議室
（末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３. 目 的 事 項
決 議 事 項
第１号議案
株式会社ロコガイドとの株式移転計画承認の件
第２号議案
定款一部変更の件
４. 招集にあたっ
後記３頁から４頁「議決権行使方法のご案内」をご参照くださ
ての決定事項
い。
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、株主総会参考書類「第
１号議案 株式会社ロコガイドとの株式移転計画承認の件」に記
載すべき事項のうち、他の株式移転完全子会社（株式会社ロコガ
イド）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、
インターネット上の当社ウェブサイト （https://kufu.co.jp/）
に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりませ
ん。
以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 株主総会参考書類の記載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://kufu.co.jp/）に掲載させていただ
きますのでご了承ください。
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株主の皆様へのお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本総会につきましては、適切な感染
防止策を実施のうえで、開催させていただくことといたしました。
株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、株主様・ご家族様の安全
を第一にお考えいただき、極力、書面またはインターネットにより事前の議決権行使
をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただ
きますよう強くお願い申し上げます。
事前行使の方法については、３頁から４頁をご参照ください。
（ご来場される場合について）
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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参く
ださいますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、会場におきまして下記の「ご注意事
項」に記載する対策及びその他の必要な措置を実施いたします。
＜ご注意事項＞
〇 株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な座席数が確保できず、止むを得
ずご入場をお断りする場合がございます。
〇 当日、入場時に体温を計測させていただき、37.5度以上の発熱が確認された場合
はご入場をお断りさせていただきます。37.5度未満であっても、咳などの症状
が見られる場合はご入場をお断りする場合がございます。
〇 マスクの持参・着用をお願い申し上げます。マスクを着用いただけない場合はご
入場をお断りさせていただきます。
〇 株主総会の議長、役員及び運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマス
ク着用で応対をさせていただきます。
〇 当社役員につきましては、インターネット等の手段を用いて本総会に参加させて
いただく場合がございます。
〇 開催時間を短縮する観点から、議場における議案の詳細な説明は省略させていた
だく可能性がございます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目
通しいただけますようお願い申し上げます。
〇 議事の記録のため、株主総会のビデオ撮影を行います。ビデオ撮影に関しまして
は、可能な範囲において、ご出席株主様が映り込まないように配慮いたします
が、止むを得ず映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承くださ
い。
〇 撮影、録音、録画はご遠慮ください。
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議決権行使方法のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書
類をご検討いただき、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権の行使には、以下の方法がございます。
１. 株主総会へのご出席による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙を、会場受付へご提出ください。
株主総会開催日時：2021年７月７日（水曜日）午後２時30分
（受付開始は午後２時10分となっております。）
２. 書面の郵送による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙に、各議案に対する賛否をご記入のうえ、ご返送くださ
い。
議決権行使期限：2021年７月６日（火曜日）午後６時到着分まで
３. インターネットによる議決権の行使
(1) パソコン等による議決権の行使
下記の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、議決権行使書用紙記載の「議決
権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って、各
議案に対する賛否をご入力ください。
議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net
議決権行使期限：2021年７月６日（火曜日）午後６時入力分まで
(2) スマートフォン等による議決権の行使
同封の議決権行使書用紙の右下に掲載の「スマートフォン用議決権行使ウェブ
サイトログインQRコード」を、スマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、
画面の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコー
ドを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」を入力いただく必要があります。
議決権行使期限：2021年７月６日（火曜日）午後６時入力分まで
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＜ご注意事項＞
１. 議決権行使のお取扱いについて
(1) 書面又はインターネットによる議決権行使における各議案に賛否の表示がない
場合の取扱いについては、会社提案に賛成の表示があったものとしてお取扱い
いたします。
(2) 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インター
ネットによるものを有効とさせていただきます。また、インターネットによっ
て複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権
行使としてお取扱いいたします。
(3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料
金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
(4) パソコンやスマートフォン等のインターネットのご利用環境等によっては、議
決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。
２. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
(1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重
要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
(2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再
発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
(3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効で
す。
３. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
(1) 議決権行使ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不
明な場合は、下記にお問い合わせください。
パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
［電話］0120-652-031（通話料無料） （受付時間 午前９時～午後９時）
(2) その他のご照会は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。
ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせく
ださい。
イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）
三井住友信託銀行 証券代行部
［電話］0120-782-031（通話料無料）
（受付時間 午前９時～午後５時 土日休日を除く）
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 株式会社ロコガイドとの株式移転計画承認の件
当社と株式会社ロコガイド（以下、「ロコガイド」）は、2021年10月１日（予定）
付で、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる株式会社くふうカンパ
ニー（以下、「共同持株会社」とし、当社につきましては、商号変更の予定であり
ます。）を設立すること（以下、「本株式移転」）に合意し、2021年５月14日開催の
両社取締役会において決議の上、同日付で本株式移転に関する共同株式移転計画
書を共同で作成いたしました。
つきましては、本株式移転に関する株式移転計画（以下、「本株式移転計画」）
のご承認をお願いいたしたいと存じます。
本株式移転を行う理由及び本株式移転計画の内容の概要その他の本議案に関す
る事項は以下の通りであります。
１．本株式移転を行う理由
ロコガイドグループは「地域のくらしを、かしこく、たのしく」というビジョン
の下、日本の生活者の行動を変えるサービスの創出を目指しております。主力事業
であるチラシ・買い物情報サービス「トクバイ」は、折込チラシを中心とした日々
の買い物情報をパソコンやスマートフォンで簡単に閲覧できる仕組みを創ることで、
ユーザーの利便性を高めると共に、小売企業などの顧客の経営効率化を支援する事
業を展開しております。また、地域の買い物のみならず、地域の情報を網羅するこ
とで、あらゆる地域の生活者のくらしに欠かせないサービスの開発にも取り組んで
おります。さらなる事業拡大や企業価値向上に向けて、2020年10月に公表した株式
会社タウンズホールディングスへの出資、2020年11月に公表した株式会社アイスタ
イルへの出資、2021年４月に実施した株式会社しずおかオンラインの完全子会社化
等の投資も積極的に進めております。
一方、当社グループは「くふうで生活を賢く・楽しく」を経営理念とし、ユーザ
ーが様々なライフイベントにおいて、より賢く、楽しく意思決定を行えるようサー
ビスの提供を目指しております。結婚や不動産といったライフイベントに関連した
領域は、ユーザーと事業者間の情報格差の大きい領域であることから、グループ全
体で「ユーザーファースト」を徹底し、ユーザーの立場に立った利便性の高いサー
ビスづくりに注力しております。同時に、各領域において「メディア＋サービス」
のビジネスモデルを展開することで、ユーザーの検討段階における情報収集からサ
ービスの利用段階まで、一気通貫にサポートできるサービスづくりを推進しており
ます。さらなる事業規模拡大及び持続的成長により企業価値の向上を図るため、
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2021年１月に完了した株式会社キッズスターの株式取得や、2021年４月14日に公表
したハイアス・アンド・カンパニー株式会社（以下、「ハイアス社」）との資本業務
提携（以下、「資本業務提携の件」）等のM&A及び新規事業開発を機動的に実施してお
ります。
このように両社は、「毎日のくらし」あるいは「ライフイベント」において、生活
者であるユーザーにとっての利便性や豊かさを最優先に考え、情報格差の解消や利
便性の高いサービスづくりに取り組むと共に、ユーザーの主体的な意思決定や行動
につながる価値提供を目指しております。「毎日のくらし」を事業テーマとするロコ
ガイドと、「ライフイベント」を事業テーマとする当社が経営統合することで、生活
者のあらゆるシーンを網羅的に支援していくことが可能になります。また、個々の
ユーザーの生活圏や地域社会に最適化した情報やサービスを提供していくことで、
「ユーザーファースト」な価値提供の深化が見込まれます。
両社の事業の親和性を踏まえて、昨年末、当社の業務執行取締役からの打診によ
り、協働を通じたシナジーの創出を企図し、両社の業務執行取締役が主導する形で、
本年初よりパートナーシップについて本格的に議論を開始いたしました。その後、
複数回にわたる議論を経た結果、両社の経営理念の実現に向けた持続可能な発展、
並びに企業価値を向上させていくためには、両社を経営統合することが相応しいと
の判断に至り、2021年５月14日に、両社を経営統合して共同持株会社を設置し、同
一の経営グループ（以下、「統合グループ」）となることに合意いたしました。
両社の経営統合により、急激な事業環境の変化にも対応し得る強固なグループ事
業運営体制を構築するために、各々の強みを活かした事業の融合と、それらを支え
る開発部門ならびに管理部門の協力体制構築、さらには新規事業の創出に向けた投
資機会の拡大に向けて、以下の事項を推進項目に掲げ、企業価値の向上を目指して
まいります。なお、両社の支配株主である穐田誉輝氏（以下、「穐田氏」）は、本件
の検討開始から両社の意思決定に係るプロセスには関与しておりません。
① 統合グループによる生活総合メディア・サービスへの進化
ロコガイドが提供するチラシ・買い物情報サービス「トクバイ」は、ユーザーに対
して、地域の食品スーパーマーケットやドラッグストア、ホームセンターといった小
売店舗の情報を無料で閲覧することができる機能を提供しており、2021年３月時点の
トクバイを中心としたサービス全体の月間利用ユーザー数は1,600万人以上にのぼり
ます。一方、当社グループの株式会社くらしにくふうが運営するくらしに関する総合
情報メディア「ヨムーノ」は、20～40代の既婚女性を中心に利用が急拡大し、2021年
４月時点の月間利用者数は約1,700万人にのぼります。
当社とロコガイドとの、本株式移転による経営統合（以下、「本経営統合」）によ
り、「トクバイ」は新たなユーザーへの接点を獲得することで、サービスの利用機会
を創出することが期待されます。同時に、「ヨムーノ」の開発・運営を通じて培って
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きた、ユーザーニーズを捉えた情報を分かりやすく伝えるための編集力を活用するこ
とで、「トクバイ」のさらなる利便性向上も推進してまいります。また、「ヨムーノ」
が拡充を進める「くらし全方位」のコンテンツに「トクバイ」が保有する買い物情報
コンテンツが加わることで、統合グループによる生活総合メディア・サービスへの進
化を目指してまいります。
② 家計サービスとの連携によるユーザーの購買行動支援サービスの展開
ロコガイドが提供するチラシ・買い物情報サービス「トクバイ」は、ユーザーが郵
便番号や位置情報によって普段よく利用するお店を登録することができ、それらのお
店のお買い得商品の情報やクーポン、タイムセールといった情報をEメールやスマー
トフォンアプリ等を通じて受け取ることができます。また、購入を検討している商品
の他店舗での販売状況や価格等も分かるため、生活費の節約にもつながります。さら
に、購入したい商品などを記録することができるメモ機能も提供しており、買い物の
検討段階において日常的に欠かせないサービスとなっております。
一方、当社グループにおいて株式会社Zaimが提供するオンライン家計簿サービス
「Zaim」は、「毎日のお金も、一生のお金も、あなたらしく改善。」をテーマに、日々
の家計簿から生涯にわたる家計の見直しまで、一人ひとりの人生とお金に寄り添うサ
ービスを展開しております。アプリダウンロード数は900万件を超え、スマートフォ
ンアプリはもちろんのことWebからも利用ができ、様々なデバイス環境で家計簿を記
録できます。また、地域や社会とのつながりも重視し、オンライン家計簿ならではの
データ解析による価値を提供しております。
統合グループによる生活総合サービスの展開において、両サービスが連携すること
により、ユーザーの購入前の検討段階から、購入後の家計簿への記録まで一気通貫に
サポートすることが可能となり、ユーザーの買い物に対する満足度の向上などに繋が
ります。また、購買データに加え、購入の検討段階も含めた包括的なデータ基盤を構
築することで、両サービスの付加価値向上と共に、広告や販促、データまで法人向け
マーケティングサービスの拡大を目指します。
③ 地域密着型のライフイベントサービスの展開
当社グループでは、ライフイベントに関する領域は、地域に根差した価値提供が肝
要であると認識しており、ユーザーの生活圏に応じた最適な情報とサービスの提供拡
大を目指しております。一方、ロコガイドグループは、地域の情報を網羅すること
で、あらゆる地域の生活者のくらしに欠かせないサービスの開発に注力しており、そ
の一環として、静岡県を中心に、各種フリーマガジン、webサイトなどでローカルメ
ディア事業を展開する株式会社しずおかオンラインを2021年４月１日付で完全子会社
化し、ユーザーがより一層使いやすい地域情報サービスの開発を加速しております。
本経営統合により、両社グループの事業各社が保有するメディア運営ノウハウやサ
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ービス開発力を融合することで、統合グループ一体でユーザーニーズを捉えた地域密
着型の情報及びサービスの提供を、結婚や不動産をはじめとする様々なライフイベン
トに関する領域で実現してまいります。
④ グループ事業運営に資する共通プラットフォームの強化
当社は2018年10月の設立以来、グループ全体のガバナンス機能を統括する立場とし
て、コンプライアンス体制の強化を含め、統制環境の整備、強化、見直しを継続して
行っております。子会社に対しては、経営管理業務、経理業務、法務業務、人事採用
業務、情報システム業務等の間接業務を提供することにより、効率的な執行の体制を
構築しております。また、当社グループの横断組織としてテクノロジー・デザイン機
能を担う株式会社Da Vinci Studioは、グループ内事業会社の価値創出に向けて、グ
ループ横断の研究開発や技術支援を行っております。
本経営統合により、これらの共通プラットフォームとしての管理機能や研究開発を
強化し、統合グループの各事業会社における機動的な意思決定やサービス開発、リソ
ースの効率化などを実現することで、急激な事業環境の変化にも対応し得る強固なグ
ループ事業運営体制を構築してまいります。
⑤ 投資機会の拡大と起業家獲得・育成強化による事業ポートフォリオ拡大
「毎日のくらし」を事業テーマとするロコガイドと「ライフイベント」を事業テー
マとする当社が経営統合することで、統合グループとして保有し得る事業ポートフォ
リオは生活者のあらゆるシーンへ広がります。生活者を網羅的に支援していくための
新たな事業領域の開拓に向けて、両社の投資事業における知見の融合による資金効率
の向上と投資機会の拡大を図ってまいります。また、優秀な起業家人材の獲得と育成
によるグループ経営力の強化に注力することで、統合グループのさらなる事業ポート
フォリオ拡大を推進し、新たな価値提供と企業価値向上を目指してまいります。
２. 本株式移転計画の内容の概要
本株式移転計画の内容は、次に掲げる「株式移転計画書（写）」に記載の通りであ
ります。
なお、「株式移転計画書（写）」第６条における別紙３－①－１～別紙３－⑤－２
（新株予約権の内容）につきましては、「臨時株主総会参考書類（別冊）」に記載して
おります。
株式移転計画書（写）
株式会社ロコガイド（以下、「甲」）及び株式会社くふうカンパニー（以下、「乙」）は、
共同株式移転の方法による株式移転を行うことにつき合意したので、以下の通り共同
して株式移転計画（以下、「本計画」）を作成する。
― 8 ―

第１条 株式移転
本計画の定めるところに従い、甲及び乙は、共同株式移転の方法により、新たに設
立する株式移転設立完全親会社（以下、「丙」）の成立の日（第７条に定義する。以下、
同じ。）において、甲及び乙の発行済株式の全部を丙に取得させる株式移転（以下、
「本株式移転」）を行うものとする。
第２条 丙の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項
１. 丙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、以下の通りとする。
(1) 目的
丙の目的は、別紙1の定款第２条記載の通りとする。
(2) 商号
丙の商号は、「株式会社くふうカンパニー」とし、英文では「Kufu Company
Inc.」と表示する。
(3) 本店の所在地
丙の本店の所在地は東京都港区とし、本店の所在場所は東京都港区三田一丁
目４番28号とする。
(4) 発行可能株式総数
丙の発行可能株式総数は、200,000,000株とする。
２. 前項に定めるもののほか、丙の定款で定める事項は、別紙1の定款に記載の通り
とする。
第３条 丙の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称
１. 丙の設立時取締役の氏名は、次の通りとする。
取締役
穐田 誉輝
取締役
菅間 淳
取締役
西村 淸彦
取締役
熊坂 賢次
取締役
橋岡 宏成
２. 丙の設立時会計監査人の名称は、次の通りとする。
誠栄監査法人
第４条 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て
１. 丙は、本株式移転に際して、丙が甲及び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」）の甲及び乙の株主名簿に記載又は記録された株主に対
し、それぞれの有する株式に代わり、以下の各号に定める数の合計に相当する数の
丙の株式を交付する。
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(1) 甲が丙の成立の日の前日現在発行している株式数に4.10を乗じた数
(2) 乙が丙の成立の日の前日現在発行している株式数に１を乗じた数
２. 丙は、本株式移転に際し、基準時の甲及び乙の株主名簿にそれぞれ記載又は記録
された甲及び乙の各株主に対し、その有する甲又は乙の株式につき、次の割合にて
丙の株式を割り当てる。
(1) 甲の株主については、その有する甲の株式１株につき、丙の株式4.10株
(2) 乙の株主については、その有する乙の株式１株につき、丙の株式１株
第５条 丙の資本金及び準備金の額に関する事項
丙の成立の日における丙の資本金及び準備金の額は、次の通りとする。
(1) 資本金の額
金10,000,000円
(2) 資本準備金の額
金10,000,000円
(3) 利益準備金の額
金0円
第６条 株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て
１. 丙は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から②までの第１欄に
掲げる甲が発行している各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれその所有
する甲の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権と同数の、第２欄に
掲げる丙の新株予約権をそれぞれ交付する。
第１欄

①

第２欄

名称

内容

名称

内容

株式会社ロコガイド

別紙2-①-1

株式会社くふう

別紙2-①-2

第１回新株予約権

カンパニー
第１回新株予約権

②

株式会社ロコガイド

別紙2-②-1

第２回新株予約権

株式会社くふう
カンパニー
第２回新株予約権
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別紙2-②-2

２. 丙は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑤までの第１欄に
掲げる乙が発行している各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれその所有
する乙の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権と同数の、第２欄に
掲げる丙の新株予約権をそれぞれ交付する。
第１欄

①

第２欄

名称

内容

名称

内容

株式会社くふう

別紙3-①-1

株式会社くふう

別紙3-①-2

カンパニー

カンパニー

第１回新株予約権
②

③

株式会社くふう

第３回新株予約権
別紙3-②-1

カンパニー

カンパニー

第３回新株予約権

第４回新株予約権

株式会社くふう

別紙3-③-1

カンパニー

⑤

株式会社くふう

株式会社くふう

別紙3-③-2

第５回新株予約権
別紙3-④-1

株式会社くふう

カンパニー

カンパニー

第７回新株予約権

第６回新株予約権

株式会社くふう

別紙3-②-2

カンパニー

第６回新株予約権
④

株式会社くふう

別紙3-⑤-1

株式会社くふう

カンパニー

カンパニー

第８回新株予約権

第７回新株予約権

別紙3-④-2

別紙3-⑤-2

３. 丙は、本株式移転に際し、基準時における甲の新株予約権者に対して、その所有
する第１項の表①から②までの第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞれ第
２欄に掲げる新株予約権１個を割り当てる。
４. 丙は、本株式移転に際し、基準時における乙の新株予約権者に対して、その所有
する第２項の表①から⑤までの第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞれ第
２欄に掲げる新株予約権１個を割り当てる。
第７条 丙の成立の日
丙の設立の登記をすべき日（以下、「丙の成立の日」）は、2021年10月１日とする。
但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲及び乙
が協議の上、合意によりこれを変更することができる。
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第８条 株式移転計画承認株主総会
甲及び乙は、甲については2021年６月24日を開催日として、乙については2021年７
月７日を開催日として、それぞれ株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に
必要な事項に関する決議を求める。但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の
事由により必要な場合は、甲及び乙は協議の上、当該株主総会の開催日を変更するこ
とができる。
第９条 株式上場及び株主名簿管理人
１. 甲及び乙は、丙の発行する普通株式が、丙の成立の日に株式会社東京証券取引所
マザーズ市場に上場されるよう、相互に誠実に協議の上、当該上場に必要となる手
続を協力して行う。
２. 丙の設立時における株主名簿管理人は、三井住友信託銀行株式会社とする。
第10条 剰余金の配当
甲及び乙は、本計画の作成後、丙の成立の日までの間、丙の成立の日よりも前の日
を基準日とする剰余金の配当を行ってはならない。
第11条 自己株式の消却
甲及び乙は、丙の成立の日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議によ
り、それぞれが基準時において保有する実務上消却可能な範囲の自己株式（本株式移
転につき会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得される自
己株式を含む）の全部を消却するものとする。
第12条 善管注意義務
甲及び乙は、本計画の作成日から丙の成立の日までの間、それぞれ善良なる管理者
の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行い、それぞれの事業、
財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲及び乙は協議
し合意の上、これを行う。
第13条 本計画の効力
本計画は、第８条に定める甲及び乙のいずれかの株主総会の承認が得られない場合
又は次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失う。
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第14条 株式移転条件の変更及び本株式移転の中止
本計画の作成日から丙の成立の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、甲若しくは乙の資産状態若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合、又は
本株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じた場合その他本株式移転の目的の達
成が著しく困難となった場合には、甲及び乙の合意により、本株式移転の条件を変更
し、又は本株式移転を中止することができる。
第15条 協議事項
本計画に定める事項のほか、本計画に定めのない事項、その他本株式移転に関し必
要な事項は、本計画の趣旨に従い、甲及び乙が誠実に協議の上、合意により定める。
本計画作成の証として、本書２通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、各１通を保
有する。
2021年５月14日
甲

：

東京都港区三田一丁目４番28号
株式会社ロコガイド
代表取締役 穐田誉輝
㊞

乙

：

東京都港区三田一丁目４番28号
株式会社くふうカンパニー
代表取締役 堀口育代
㊞

別紙１

：

丙の定款全文

別紙２-①-１～２-②-１
別紙２-①-２～２-②-２

：
：

別紙３-①-１～３-⑤-１
別紙３-①-２～３-⑤-２

：
：

甲の発行済新株予約権の内容
甲の新株予約権に代えて代替交付する丙の新株予約
権の内容
乙の発行済新株予約権の内容
乙の新株予約権に代えて代替交付する丙の新株予約
権の内容
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別紙１

：

丙の定款全文
株式会社くふうカンパニー
定款
第１章

総

則

（商号）
第１条 当会社は、株式会社くふうカンパニーと称し、英文ではKufu Company Inc.と
表示する。
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営む会社及び外国会社その他これに準ずる事業体の株
式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支援、管理する
ことを目的とする。
(１) インターネットを利用した各種情報収集、情報処理、情報提供、市場調査、
その他情報サービスに係る事業
(２) システム、ソフトウェア及びハードウェアの企画、開発、設計、製造、販
売、使用許諾、保守、管理及びこれらの仲介、代理業
(３) コンテンツ（文章、音声、画像、動画、コンピュータソフトウェア等）の
企画、開発、制作、編集、販売及び配信及びこれらの仲介、代理業
(４) 広告事業及びその仲介、代理業
(５) 出版業
(６) 不動産の売買、賃貸借、管理、鑑定及びこれらの仲介、代理業
(７) リフォーム住宅の設計、施工、請負、管理並びにこれら事業の企画及び仲
介、代理業
(８) 飲食店業
(９) 宴会、展覧会及び各種イベント等の運営に係る事業
(10) 金融業、投資業、貸金業、貸金代理業、集金の代行業、資金決済に係る事
業
(11) 生命保険及び損害保険の募集、締結の媒介に関する事業及び損害保険代理
店業
(12) 各種物品及びサービスの企画、開発、販売、リース、レンタル、輸出入及
びこれらの仲介、代理業
(13) 無体財産権（著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権
等）の取得、管理、使用許諾、譲渡及びこれらの仲介、代理業
(14) 古物営業法による古物商
(15) 旅行業法に基づく旅行業及び旅行代理店業
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(16) 労働者派遣事業及び職業紹介事業
(17) 電気通信事業法に基づく電気通信事業
(18) 写真、録画、録音物の企画、制作、編集、販売及びこれらの仲介、代理業
(19) フランチャイズチェーンへの経営及び技術指導
(20) 農業及び農業サービス業
(21) 医薬品の販売
(22) 前各号に関連する業務のコンサルティング及び受託に係る事業
(23) 前各号に付帯関連する一切の事業
２．当会社は、前項各号の事業及び以下の事業を営むこととする。
(１) グループ会社等の管理に係る業務
(２) 金融商品、不動産、その他投資商品等への投資及び運用
(３) 起業家支援、ベンチャー企業支援に係る事業
(４) 前各号に関連する業務のコンサルティング及び受託に係る事業
(５) 前各号に付帯関連する一切の事業
（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
（公告の方法）
第４条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に
掲載して行う。
（機関）
第５条 当会社には、株主総会及び取締役のほか次の機関を置く。
(１) 取締役会
(２) 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会
(３) 執行役
(４) 会計監査人
第２章

株

式

（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、200,000,000株とする。
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（自己株式の取得）
第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場
取引等により自己の株式を取得することができる。
（単元株式数）
第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。
（単元未満株主の権利制限）
第９条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することがで
きない。
(１) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
(２) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
(３) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受け
る権利
(４) 次条に定める単元未満株式の買増しを請求する権利
（単元未満株式の買増し）
第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満
株式の数と合わせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に対
して請求することができる。
（株主名簿管理人）
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
２. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
３. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他株主名簿及
び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社において
は取り扱わない。
（株式取扱規程）
第12条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、そ
の他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際し
ての手続等については、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会にお
いて定める株式取扱規程による。
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（基準日）
第13条 当会社は、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有
する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使
することができる株主とする。
２. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじ
め公告して一定の日を定め、その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をもって、その権利を行使することができる株主又
は登録株式質権者とすることができる。
第３章

株主総会

（招集）
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、
臨時株主総会は、必要に応じて随時招集する。
（招集権者及び議長）
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会で定
めた取締役が招集する。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役
会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
２. 株主総会においては、あらかじめ取締役会で定めた取締役が議長となる。当
該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によ
り、他の取締役が議長となる。
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類
及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株
主に対して提供したものとみなすことができる。
（議決権の代理行使）
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権
を行使することができる。
２. 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごと
に提出しなければならない。
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（決議の方法）
第18条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席し
た議決権を行使することができる株主の議決権の過半教をもって行う。
２. 会社法第309条第２項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除
き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。
（議事録）
第19条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める
事項は、議事録に記載又は記録する。
第４章

取締役及び取締役会

（取締役の員数）
第20条 当会社の取締役は３名以上とする。
（取締役の選任）
第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
２. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の
１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
３. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
（取締役の任期）
第22条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとする。
（取締役会の招集権者及び議長）
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会で定
めた取締役が招集する。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役
会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
２. 取締役会においては、あらかじめ取締役会で定めた取締役が議長となる。当
該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によ
り、他の取締役が議長となる。
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（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の３日前までに発する。但し、
緊急の必要があるときには、この期間を短縮することができる。取締役の全
員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することがで
きる。
（取締役会の決議の方法）
第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出
席した取締役の過半数をもって行う。
（取締役会の決議の省略）
第26条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があった
ものとみなす。
（取締役会の議事録）
第27条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める
事項は議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子
署名する。
（取締役会規程）
第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会に
おいて定める取締役会規程による。
（取締役の責任免除）
第29条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締
役（取締役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除することができる。
２. 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等で
ある者を除く）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。但し、当該契約にもとづく責任の限度額は、
法令が規定する最低責任限度額とする。
（取締役の報酬等）
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上
の利益（以下、「報酬等」）は、報酬委員会の決議によって定める。
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第５章

指名委員会、監査委員会及び報酬委員会

（各委員の選定方法）
第31条 当会社の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員は、取締役の中から、
取締役会の決議により選定する。
（各委員会規程）
第32条 各委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会に
おいて定める各委員会規程による。
第６章

執行役

（執行役の選任）
第33条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
（執行役の任期）
第34条 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
（代表執行役及び役付執行役）
第35条 当会社は、取締役会の決議によって、代表執行役を選定する。
２. 取締役会は、その決議によって役付執行役を定めることができる。
（執行役の責任免除）
第36条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる執行
役（執行役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除することができる。
第７章

会計監査人

（会計監査人の選任）
第37条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
（会計監査人の任期）
第38条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会終結の時までとする。
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２. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、
当該定時株主総会において再任されたものとする。
（会計監査人の報酬等）
第39条 会計監査人の報酬等は、代表執行役が監査委員会の同意を得て定める。
第８章

計

算

（事業年度）
第40条 当会社の事業年度は、毎年10月１日から翌年９月30日までの１年間とする。
（剰余金の配当等の決定機関）
第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について
は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会
の決議によって定める。
（剰余金の配当の基準日）
第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年９月30日とする。
２. 当会社の中間配当の基準日は、毎年３月31日とする。
３. 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
（配当金の除斥期間）
第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過しても受
領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
２. 未払の配当金には利息をつけない。
附

則

（最初の事業年度）
第１条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から2022年９月30日までとする。
（附則の削除）
第２条 本附則は、当会社の最初の定時株主総会の終結の時をもって自動的に削除す
るものとする。
以上
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別紙２-①-１
株式会社ロコガイド
１. 新株予約権の名称
株式会社ロコガイド

第１回新株予約権の内容

第１回新株予約権

２. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権１個当たりの発行価額は、2,700円とする。
３. 新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい
う。）は、当社普通株式200株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当
日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株
式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整
は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、こ
れを切り捨てるものとする。
調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少
を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、
合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、
125円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を
行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り
上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１
分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額
で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の
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発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、
次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調 整 後
調 整 前
＝
×
行使価額
行使価額

(3)

(4)

(5)

(6)

新規発行
１株当たり
×
既発行株式数 ＋
株式数
払込金額
１株当たりの時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済
株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普
通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分す
る自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、
会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする
場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるも
のとする。
新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、
2018年４月１日から2024年３月31日までとする。
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金
の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資
本金の額を減じた額とする。
譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。
新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査
役又は従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による
退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認め
た場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社
取締役会が認めた場合は、この限りではない。
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③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授
権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することは
できない。
④ 各本新株予約権１個未満を行使することはできない。
⑤ 新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される
日までは本新株予約権を行使することはできない。
４. 新株予約権の割当日
2018年３月31日
５. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会
決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することがで
きる。
(3) 以下に該当する場合、上記3.(3)に定める行使期間終了前といえども、当社は本
新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。
② 新株予約権者が当社又は当社関係会社の就業規則により懲戒解雇又は論旨解
雇されたとき。
③ 新株予約権者に法令若しくは当社又は当社関係会社の社内規程に違反する重
大な行為があったとき。
④ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄す
る旨を申し出たとき。
６. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、
株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う
場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場
合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、
「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する
こととする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
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合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式
移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行
為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる
再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
れか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
７. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
８. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2018年３月31日
９. 申込期日
2018年３月30日
以上
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別紙２-①-２
株式会社くふうカンパニー
１. 新株予約権の名称
株式会社くふうカンパニー

第１回新株予約権の内容

第１回新株予約権

２. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないとする。
３. 新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい
う。）は、当社普通株式820株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当
日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株
式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整
は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、こ
れを切り捨てるものとする。
調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少
を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、
合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、
31円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行
う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上
げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１
分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額
で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の
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発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、
次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調 整 後
調 整 前
＝
×
行使価額
行使価額

(3)

(4)

(5)

(6)

新規発行
１株当たり
×
既発行株式数 ＋
株式数
払込金額
１株当たりの時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済
株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普
通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分す
る自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、
会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする
場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるも
のとする。
新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、
2021年10月１日から2024年３月31日までとする。
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金
の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資
本金の額を減じた額とする。
譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。
新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会
社若しくは関連会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有して
いることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、そ
の他正当な理由があると当社取締役会又は取締役会が認める社内機関が認め
た場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社
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取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授
権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することは
できない。
④ 各本新株予約権１個未満を行使することはできない。
⑤ 新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される
日までは本新株予約権を行使することはできない。
４. 新株予約権の割当日
2021年10月１日
５. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会
決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することがで
きる。
(3) 以下に該当する場合、上記3.(3)に定める行使期間終了前といえども、当社は本
新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。
② 新株予約権者が当社又は当社関係会社の就業規則により懲戒解雇又は論旨解
雇されたとき。
③ 新株予約権者に法令若しくは当社又は当社関係会社の社内規程に違反する重
大な行為があったとき。
④ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄す
る旨を申し出たとき。
６. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、
株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う
場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場
合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、
「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する
こととする。
― 28 ―

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式
移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行
為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる
再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
れか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
７. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以上
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別紙２-②-１
株式会社ロコガイド
１. 新株予約権の名称
株式会社ロコガイド

第２回新株予約権の内容

第２回新株予約権

２. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権１個当たりの発行価額は、16,270円とする。
３. 新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい
う。）は、当社普通株式200株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当
日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株
式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整
は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、こ
れを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少
を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、
合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、
457円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を
行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り
上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１
分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額
で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の
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発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、
次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調 整 後
調 整 前
＝
×
行使価額
行使価額

(3)

(4)

(5)

(6)

新規発行
１株当たり
×
既発行株式数 ＋
株式数
払込金額
１株当たりの時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済
株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普
通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分す
る自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、
会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする
場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるも
のとする。
新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、
2019年４月１日から2024年３月31日までとする。
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金
の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資
本金の額を減じた額とする。
譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。
新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査
役又は従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による
退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認め
た場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社
取締役会が認めた場合は、この限りではない。
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③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授
権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することは
できない。
④ 各本新株予約権１個未満を行使することはできない。
⑤ 新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される
日までは本新株予約権を行使することはできない。
４. 新株予約権の割当日
2019年３月29日
５. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会
決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することがで
きる。
(3) 以下に該当する場合、上記3.(3)に定める行使期間終了前といえども、当社は本
新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。
② 新株予約権者が当社又は当社関係会社の就業規則により懲戒解雇又は論旨解
雇されたとき。
③ 新株予約権者に法令若しくは当社又は当社関係会社の社内規程に違反する重
大な行為があったとき。
④ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄す
る旨を申し出たとき。
６. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、
株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う
場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場
合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、
「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する
こととする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
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合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式
移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行
為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる
再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
れか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
７. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
８. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019年３月29日
以上
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別紙２-②-２
株式会社くふうカンパニー
１. 新株予約権の名称
株式会社くふうカンパニー

第２回新株予約権の内容

第２回新株予約権

２. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないとする。
３. 新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい
う。）は、当社普通株式820株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当
日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株
式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整
は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である
株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、こ
れを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少
を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、
合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、
112円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を
行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り
上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１
分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額
で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の
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発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、
次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調 整 後
調 整 前
＝
×
行使価額
行使価額

(3)

(4)

(5)

(6)

新規発行
１株当たり
×
既発行株式数 ＋
株式数
払込金額
１株当たりの時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済
株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普
通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分す
る自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、
会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする
場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるも
のとする。
新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、
2021年10月１日から2024年３月31日までとする。
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分
の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金
の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資
本金の額を減じた額とする。
譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。
新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会
社若しくは関連会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有して
いることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、そ
の他正当な理由があると当社取締役会又は取締役会が認める社内機関が認め
た場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社
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取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授
権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することは
できない。
④ 各本新株予約権１個未満を行使することはできない。
⑤ 新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される
日までは本新株予約権を行使することはできない。
４. 新株予約権の割当日
2021年10月１日
５. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会
決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することがで
きる。
(3) 以下に該当する場合、上記3.(3)に定める行使期間終了前といえども、当社は本
新株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。
② 新株予約権者が当社又は当社関係会社の就業規則により懲戒解雇又は論旨解
雇されたとき。
③ 新株予約権者に法令若しくは当社又は当社関係会社の社内規程に違反する重
大な行為があったとき。
④ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄す
る旨を申し出たとき。
６. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、
株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う
場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場
合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、
「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する
こととする。
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ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式
移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行
為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる
再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
れか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
７. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以上
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３. 会社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関
する事項
(1) 共同持株会社が本株式移転に際して両社の株主に対して交付する共同持株会社の
株式及び共同持株会社の株式の割当てに関する事項
両社は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、両社のそれぞれの株主に
対し割当て交付する共同持株会社の普通株式の割当比率（以下、「株式移転比率」）
を以下の通り、決定いたしました。
① 本株式移転に係る割当ての内容
ロコガイド
株式移転比率

4.10

当社
１

(注) 1. 本株式移転に係る株式の割当ての詳細
ロコガイドの普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式4.1株を、当社の普通株式１株
に対して共同持株会社の普通株式１株を割当て交付いたします。但し、上記株式移転比率は
算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社協議の上変更することがありま
す。なお、共同持株会社の単元株式数は、100株とする予定です。
本株式移転により、両社の株主に交付しなければならない共同持株会社の普通株式の数に
１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株
主に対し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. 共同持株会社が本株式移転により交付する新株式数（予定）
普通株式：57,861,573株
上記は、ロコガイドの発行済株式総数9,710,500株（2021年３月31日時点）及び当社の発行
済株式総数18,051,361株（2021年３月31日時点）に基づいて記載しております。但し、両社
は、それぞれ、本株式移転の効力発生日までに、現時点で保有し又は今後新たに取得する自
己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、2021年３
月31日時点でロコガイド及び当社がそれぞれ保有する自己株式である普通株式58株及び2,601
株については、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、本株式
移転の効力発生日までに実際に消却される自己株式数は現状において未確定であるため、共
同持株会社が発行する上記株式数は変動することがあります。また、本株式移転の効力発生
の直前までに両社の新株予約権の行使等がなされた場合においても、共同持株会社が交付す
る新株式数は変動することがあります。
3. 単元未満株式の取扱い等について
本株式移転により両社の株主の皆様に割当てられる共同持株会社の株式は東京証券取引所
に新規上場申請を行うことが予定されており、当該申請が承認された場合、共同持株会社の
株式は東京証券取引所での取引が可能となることから、ロコガイドの株式を25株以上、又は
当社の株式を100株以上を保有するなどして、本株式移転により共同持株会社の株式の単元株
式数である100株以上の共同持株会社の株式の割当てを受ける両社の株主の皆様に対しては、
引き続き共同持株会社の株式の流動性を提供できるものと考えております。
なお、100株未満の共同持株会社の株式の割当てを受ける両社の株主の皆様につきまして
は、かかる割当てられた株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却するこ
とはできませんが、そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、共同持株
会社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、
その保有する単元未満株式の数と合わせて１単元となる数の株式を共同持株会社から買い増
すことも可能です。
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② 割当ての内容の根拠及び理由
ロコガイドは、本株式移転における株式移転比率の公正性とその他本株式移転
の公正性を担保するため、独立した第三者算定機関としての財務アドバイザーに
株式会社エイゾン・パートナーズ（以下、「エイゾン」）を、法務アドバイザーと
してAZX総合法律事務所を選任しました。また、ロコガイド取締役会は、後記⑥
イ.(b)に記載の通り、①本経営統合の目的の正当性・合理性、②本経営統合の手
続きの公正性、③本経営統合の移転比率等の経済的条件の妥当性それぞれを踏ま
え、④本経営統合に係る決定が、ロコガイドの少数株主にとって不利益でないか
を確保するため、穐田氏及び当社と利害関係を有しないロコガイドの社外取締役
であり、かつ東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員
である橋岡宏成氏及び吉澤航氏、同じく穐田氏及び当社と利害関係を有しない外
部の有識者である牧兼充氏（早稲田大学大学院経営管理研究科准教授）の３名か
ら構成される特別委員会（以下、「ロコガイド特別委員会」）を設置し、ロコガイ
ド特別委員会は、ロコガイド特別委員会の法務アドバイザーとしてアンダーソ
ン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業（以下、「アンダーソン・毛利・友常法
律事務所」）を選任しました。
一方、当社取締役会は、後記⑥ロ.(b)に記載の通り、本株式移転の公正性を担
保するため、穐田氏及びロコガイドと利害関係を有しない当社の社外取締役（監
査等委員）であり、かつ東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定す
る独立役員である田丸正敏氏、同じく穐田氏及びロコガイドと利害関係を有しな
い当社の社外取締役（監査等委員）である西村淸彦氏及び飯田耕一郎氏の３名か
ら構成される特別委員会（以下、「当社特別委員会」）を設置し、当社特別委員会
は、取締役会の委任に基づき、独立した第三者算定機関として当社の財務アドバ
イザーに株式会社Stand by C（以下、「Stand by C」）を、当社法務アドバイザー
として森・濱田松本法律事務所を指名しました。
両社は、それぞれ、当該第三者算定機関に対し、本株式移転に用いられる株式
移転比率の算定を依頼し、株式移転比率に関する算定書を取得すると共に、各社
の財務アドバイザー及び法務アドバイザーから助言を受けました。また、両社は、
本株式移転に重大な影響をおよぼす可能性のある問題点の有無を調査するために、
相互の経営陣に対するヒアリング調査に加え、随時経営陣間での情報共有等を実
施しましたが、当該ヒアリング調査等の結果、本株式移転の実行に重大な影響を
およぼすおそれのある問題点は発見されませんでした。
併せて、ロコガイドは、後記⑥イ.(b)の通り、独立性を有する特別委員会から、
ロコガイドの取締役会が、上記(1)①本株式移転に係る割当ての内容に記載の株式
移転比率により、本株式移転の実施を決議することが、ロコガイドの少数株主に
とって不利益ではないと考えられる旨の答申書を取得しました。また、当社は、
後記⑥ロ.(b)の通り、独立性を有する特別委員会から、当社の取締役会が、上記
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(1)①本株式移転に係る割当ての内容に記載の株式移転比率により、本株式移転の
実施を決議することが、当社の少数株主にとって不利益なものではないと考える
旨の答申書を取得しました。
このように、両社は、それぞれの第三者算定機関から提出を受けた株式移転比
率の算定結果及び各社の財務アドバイザー及び法務アドバイザーからの助言を参
考に、慎重に検討し、両社間で交渉・協議を重ねた結果、上記(1)①本株式移転に
係る割当ての内容に記載の株式移転比率は妥当であり、それぞれの株主の利益を
損ねるものではないとの判断に至ったため、かかる株式移転比率により本株式移
転を行うことにつき、2021年５月14日に開催された両社の取締役会決議に基づき、
共同で本株式移転計画を作成することといたしました。
③ 算定に関する事項
イ．算定機関の名称並びに両社との関係
ロコガイドは本株式移転における株式移転比率の公正性とその他本株式移転
の公正性を担保するため、第三者算定機関としてエイゾンを選任し、エイゾン
に株式移転比率の算定を依頼し、2021年５月13日付で株式移転比率に関する算
定書を取得いたしました。
一方、当社特別委員会は、本株式移転における株式移転比率の公正性とその
他本株式移転の公正性を担保するため、第三者算定機関としてStand by Cを選
任し、Stand by Cに株式移転比率の算定を依頼し、2021年５月13日付で株式移
転比率に関する算定書を取得いたしました。
なお、ロコガイドの算定機関であるエイゾン及び当社の算定機関であるStand
by Cは、いずれも両社の関連当事者には該当せず、本株式移転に関して記載す
べき重要な利害関係を有しません。
ロ．算定の概要
エイゾンは、両社が東京証券取引所に上場しており、市場株価が存在するこ
とから市場株価法による算定を行うと共に、両社には比較可能な上場類似会社
が存在し、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
比較法による算定、それに加えて、将来の事業活動の状況を算定に反映するた
め、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下、「DCF法」）による算定を
行い、これらに基づく分析結果を総合的に勘案して株式移転比率の分析を行っ
ております。
各手法における株式移転比率の評価レンジは以下の通りです。なお、以下の
株式移転比率の評価レンジは、当社の普通株式１株に対して共同持株会社の普
通株式１株を割当てる場合に、ロコガイドの普通株式１株に対して割当てられ
る共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。
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採用手法

株式移転比率の評価レンジ

市場株価法

3.28～4.24

類似会社比較法

2.63～5.71

DCF法

2.80～5.47

市場株価法では、2021年５月13日を算定基準日とし、東京証券取引所におけ
る両社それぞれの普通株式の算定基準日の終値、算定基準日までの１ヶ月間、
３ヶ月間及び６ヶ月間における終値単純平均株価を採用しております。
類似会社比較法では、両社について、比較的類似する事業を手掛ける上場企
業を選定し、時価総額に対する当期純利益の倍率、事業価値に対するEBITDAの
倍率等を用いて、両社の株式価値を分析しております。
DCF法では、ロコガイドについては、ロコガイドが、現在の組織体制を前提と
して作成した2022年３月期から2023年３月期の中期経営計画に基づき、営業利
益から営業利益ベースでの法人税等を控除した税引後営業利益に設備投資額、
減価償却費（のれん償却費を含む）、及び運転資本の増減を加味したものをフリ
ー・キャッシュフローとして定義しており、将来フリー・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事業価値を評価しております。
当該中期経営計画は、対前年度比で、大幅な増益が見込まれている事業年度が
含まれております。具体的には、ロコガイドが手掛けるトクバイ事業の更なる
ユーザー数・有料店舗数の増加、及びトクバイのメディアの価値向上による広
告ビジネス拡大を通じたインターネットメディア事業の大幅な成長、地域事業
の本格化による新たな収益源の創出、また、新規事業としての投資事業の加速
等により、2021年度３月期から2023年度３月期にかけて、対前年度比で、営業
利益が大幅な増益となることを見込んでおります。なお、当該中期経営計画は、
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
としており、その実現可能性を保証するものではなく、加えて、本経営統合の
効果は、含めておりません。
一方、当社については、当社が、現在の組織体制を前提として作成した３ヶ
年中期経営計画（2021年９月期から2023年９月期）に基づき、営業利益から営
業利益ベースでの法人税等を控除した税引後営業利益に設備投資額、減価償却
費（のれん償却費を含む）、及び運転資本の増減を加味したものをフリー・キャ
ッシュフローとして定義しており、将来フリー・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事業価値を評価しております。なお、
ロコガイドは、当社から受領した中期経営計画を参考に、直近までの動向や、
ロコガイドが当社に対して行ったデュー・デリジェンスの結果、当該中期経営
計画の財務予測数値に影響し得ると判断した事項を加味した上で、当社の将来
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フリー・キャッシュフロー値として採用しております。当該中期経営計画は、
当社が2020年８月12日に公表した2023年９月期にEBITDA 20億円達成を目指す中
期経営定量目標の基となる財務予測数値であり、2021年９月期から2023年９月
期にかけて、対前年度比で、営業利益が大幅な増益となることを見込んでおり
ます。具体的には、利益計画の変動要因としては対象期間を通じて、当社のグ
ループ会社である株式会社おうちのくふうが手掛ける不動産買取再販事業ユー
ザー数の増加による不動産関連事業の伸長、新型コロナウイルス感染症の影響
により落ち込んだ結婚関連事業の緩やかな回復、当社のグループ会社である株
式会社Zaimが手掛けるオンライン家計簿サービスの拡大による金融関連事業の
拡大を見込んでおります。なお、当該中期経営計画は、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おり、その実現
可能性を保証するものではなく、加えて、本経営統合の効果は、含めておりま
せん。なお、2021年４月14日に、当社が公表したハイアス社との資本業務提携
の件については、ハイアス社の市場株価を参考に、その株式価値を算定し加算
する形で、当社の株式価値に反映しております。
エイゾンは、株式移転比率の算定に際して、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、株式移転比率の算定に重
大な影響を与える可能性がある事実でエイゾン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いま
せん。また、両社（共に関連会社を含む）の資産及び負債（簿外資産及び負債、
その他偶発債務を含みます。）については、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、第三者機関への評価、鑑
定又は査定の依頼も行っておりません。エイゾンの株式移転比率の算定は、両
社から提出された財務予測（利益計画及びその他の情報を含む）については両
社の経営陣により、当該情報提供時点で得られる最善の予測と判断に基づき、
合理的にかつ適切な手段に従って検討又は作成されたことを前提としています。
なお、エイゾンが提出した株式移転比率の算定結果は、本株式移転の公正性
について意見を表明するものではありません。ロコガイドは、エイゾンより、
本株式移転における株式移転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、エイゾンによる上記算定結果の合理性
を確認しております。
一方、Stand by Cは、両社が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法による算定を行うと共に、両社には比較可能な上場
類似会社が存在し、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算定に反映するた
め、DCF法も併せて採用いたしました。
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各手法における株式移転比率の算定結果は以下の通りです。なお、以下の株
式移転比率の評価レンジは、当社の普通株式１株に対して共同持株会社の普通
株式１株を割当てる場合に、ロコガイドの普通株式１株に対して割当てられる
共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。
採用手法

株式移転比率の評価レンジ

市場株価法

3.28～4.24

類似会社比較法

3.01～4.76

DCF法

3.14～5.74

市場株価法では、2021年５月13日を算定基準日とし、東京証券取引所におけ
る両社それぞれの普通株式の算定基準日の終値、算定基準日までの１ヶ月間、
３ヶ月間及び６ヶ月間における終値単純平均株価を採用しております。
類似会社比較法では、両社について、比較的類似する事業を手掛ける上場企
業を選定し、時価総額に対する当期純利益の倍率、事業価値に対するEBITDAの
倍率等を用いて、両社の株式価値を分析しております。
DCF法では、ロコガイドについては、ロコガイドが、現在の組織体制を前提と
して作成しております2022年３月期から2023年３月期の中期経営計画に基づき、
営業利益から営業利益ベースでの法人税等を控除した税引後営業利益に減価償
却費（のれん償却費を含む）、運転資本の増減、設備投資額、及び投資事業支出
を加味したものをフリー・キャッシュフローとして定義しており、将来フリ
ー・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事
業価値を評価しております。当該中期経営計画は、対前年度比で、大幅な増益
が見込まれている事業年度が含まれております。具体的には、ロコガイドが手
掛けるトクバイ事業の更なるユーザー数・有料店舗数の増加、及びトクバイメ
ディアの価値向上によるインターネットメディア事業の大幅な成長、また、地
域事業の本格化による新たな収益源の創出、新規事業としての投資事業の加速
等により、2021年度３月期から2023年度３月期にかけて、対前年度比で、営業
利益が大幅な増益となることを見込んでおります。なお、当該中期経営計画は、
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
としており、その実現可能性を保証するものではなく、加えて、本経営統合の
効果は、含めておりません。
当社については、当社が、現在の組織体制を前提として作成した2020年８月
12日に公表しております2023年９月期のEBITDA 20億円の中期経営定量目標数値
（コロナ禍に伴う戦略変更により、従来の中期経営計画を２年先送りとしており
ます）に基づき、営業利益から営業利益ベースでの法人税等を控除した税引後
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営業利益に減価償却費（のれん償却費を含む）、運転資本の増減、及び設備投資
額を加味したものをフリー・キャッシュフローとして定義しており、将来フリ
ー・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事
業価値を評価しております。当該目標数値は、2021年９月期から2023年９月期
にかけて、対前年度比で、営業利益が大幅な増益となることを見込んでおりま
す。具体的には、対象期間を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により
落ち込んだ結婚関連事業の緩やかな回復、生活者向けの買取再販サービスの事
業拡大が牽引する不動産関連事業の伸長、オンライン家計簿サービス「Zaim」
の収益基盤拡大に伴う金融関連事業の伸長、豊富なユーザー基盤を活かした新
たな収益源の獲得によるメディア事業の拡大、社会体験アプリ「ごっこランド」
を軸としたファミリー向けデジタルコンテンツ事業の拡大による子ども関連事
業の伸長など、各事業領域の継続的な成長による利益創出を計画しております。
なお、当該中期経営計画は、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おり、その実現可能性を保証するものでは
なく、加えて、本経営統合の効果は、含めておりません。なお、2021年４月14
日に、当社が公表したハイアス社との資本業務提携の件については、ハイアス
社の市場株価を参考に、その株式価値を算定し加算する形で、当社の株式価値
に反映しております。
Stand by Cは、株式移転比率の算定に際して、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、株式移転比率の算定に
重大な影響を与える可能性がある事実でStand by C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
いません。また、両社（共に関連会社を含む）の資産及び負債（簿外資産及び
負債、その他偶発債務を含む）については、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、第三者機関への評価、
鑑定又は査定の依頼も行っておりません。Stand by Cの株式移転比率の算定は、
2021年５月13日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、加えて、
両社から提出された財務予測（利益計画及びその他の情報を含みます。）につい
ては両社の経営陣により、当該情報提供時点で得られる最善の予測と判断に基
づき、合理的にかつ適切な手段に従って検討又は作成されたことを前提として
います。
なお、Stand by Cが提出した株式移転比率の算定結果は、本株式移転の公正
性について意見を表明するものではありません。当社は、Stand by Cより、本
株式移転における株式移転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、Stand by C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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④ 上場廃止となる見込み及び共同持株会社の上場申請等に関する取扱い
両社は、新たに設立する共同持株会社の株式について、東京証券取引所に新規
上場を行う予定であります。上場日は、2021年10月 １日を予定しております。ま
た、両社は、本株式移転により共同持株会社の完全子会社となりますので、共同
持株会社の上場に先立ち、2021年９月29日にそれぞれ東京証券取引所を上場廃止
となる予定です。なお、上場廃止の期日につきましては、東京証券取引所の各規
則により決定されます。
⑤ 公正性を担保するための措置
本株式移転の公正性を担保するために、両社は上記②及び③に記載の通り、そ
れぞれ別個に独立した第三者算定機関に株式移転比率の算定を依頼し、その算定
結果の提出を受けました。両社はかかる算定結果を参考に、慎重に検討し、交
渉・協議を行い、その結果合意された株式移転比率により本株式移転を行うこと
を、それぞれの取締役会において決議いたしました。
なお、両社は、第三者算定機関より、合意された株式移転比率がそれぞれの株
主にとって財務的見地から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。
また、両社は、法務アドバイザーとして、ロコガイドはAZX総合法律事務所を、
当社は森・濱田松本法律事務所を、それぞれ選任し、それぞれ本株式移転の手続
及び意思決定の方法・過程等についての助言を受けております。さらに、ロコガ
イド特別委員会は、独自の法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法
律事務所を選任しております。
なお、AZX総合法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所及び森・濱田
松本法律事務所は、いずれも両社の関連当事者には該当せず、本株式移転に関し
て記載すべき重要な利害関係を有しません。
⑥ 利益相反を回避するための措置
本株式移転に際しては、穐田氏が、ロコガイドの発行済株式総数の69.98％
（2021年３月31日現在）の株式を保有し、かつ、当社の発行済株式総数の56.70％
（2021年３月31日現在）の株式を保有し、両社いずれとの関係においても支配株主
に該当することから、両社は利益相反防止の観点から以下の措置をとっておりま
す。
イ．ロコガイド
(a) ロコガイドにおける利害関係を有する取締役を除く取締役全員の承認
ロコガイドの取締役のうち、ロコガイドの支配株主であり、かつ、当社の取
締役を兼任している穐田氏、及び当社の子会社である株式会社Zaimの監査役で
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ある熊坂氏については、利益相反回避の観点から、ロコガイドの取締役会にお
ける本株式移転に関する審議及び決議には参加せず、2021年５月14日開催のロ
コガイドの取締役会においては、穐田氏・熊坂氏を除いた出席取締役の全員一
致で本株式移転計画の作成を決議しております。
なお、本株式移転の比率の交渉は、2021年４月23日から2021年５月13日まで
の間に合計４回行われ、当該交渉を担当したロコガイドの取締役には、利益相
反のおそれのある取締役（穐田氏・熊坂氏）は含まれておりません。
(b) ロコガイドにおける独立した社外取締役（監査等委員）及び有識者から構成
される特別委員会からの答申書の取得
ロコガイドの取締役会は、穐田氏及び当社と利害関係を有しないロコガイド
の社外取締役であり、かつ東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規
定する独立役員である橋岡宏成氏及び吉澤航氏、同じく穐田氏及び当社と利害
関係を有しない外部の有識者である牧兼充氏（早稲田大学大学院経営管理研究
科准教授）の３名から構成される特別委員会を設置し、①本経営統合の目的の
正当性・合理性、②本経営統合の手続の公正性、③本経営統合の経済的条件の
妥当性のそれぞれを踏まえ、④本経営統合を実施する旨の取締役会決議を行う
ことが、ロコガイドの少数株主にとって不利益であるか否かについて諮問しま
した。また、ロコガイド特別委員会は、独自の法務アドバイザーとして、アン
ダーソン・毛利・友常法律事務所を選任しております。
ロコガイド特別委員会は、2021年３月17日から2021年５月13日までに、会合
を合計６回開催し、上記諮問事項に関し、慎重に検討を行いました。ロコガイ
ド特別委員会は、かかる検討にあたり、その法務アドバイザーであるアンダー
ソン・毛利・友常法律事務所から、上記諮問事項の検討に係る留意点の説明を
受けた上で、ロコガイドが選任した第三者算定機関であるエイゾンによる株式
移転比率の算定結果を入手すると共に、ロコガイドより、本経営統合の背景・
目的、本経営統合により向上することが見込まれる企業価値の具体的内容、本
経営統合後の経営体制・方針、事業計画等についての説明に加え、本経営統合
の条件を検討・交渉する体制、株式移転比率を含む本経営統合の諸条件の交渉
経緯及び決定過程等についての説明を受けています。また、ロコガイド特別委
員会は、当社に対しても質疑応答を実施し、当社から本経営統合の背景・目的
等、事業計画等についての説明を受けています。さらに、ロコガイド特別委員
会は、エイゾンによる株式価値の算定方法及び株式移転比率に関する説明も受
け、これらに関する質疑応答を行っております。加えて、ロコガイド特別委員
会は、当社が2021年４月14日に公表しました「ハイアス・アンド・カンパニー
株式会社との資本業務提携契約の締結、ハイアス・アンド・カンパニー株式会
社株券（証券コード：6192）に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の
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引受けに関するお知らせ」に関して、当社から、当該資本業務提携の件につい
ての背景及び合理性等の説明を受け、ロコガイドからも、当該資本業務提携が
本経営統合の推進に影響を及ぼすような懸念はないと考えている旨の説明を受
けています。ロコガイド特別委員会は、かかる経緯の下、2021年５月14日付で、
(ⅰ)上記①に関しては、本経営統合が、ロコガイドの企業価値向上に資さない
とすべき特段の事情は認められず、また、本経営統合の目的が正当性・合理性
を欠くとすべき特段の事情は認められないこと、(ⅱ)上記②に関しては、本経
営統合の条件を検討・交渉する体制、本経営統合の株式移転比率の交渉経緯及
び決定過程等において、公正性を疑わせる事情はなく、本経営統合の実施に際
して公正性を担保するための措置が取られていることからすると、本経営統合
の手続が公正性を欠くとすべき特段の事情は認められないこと、(ⅲ)上記③に
関しては、独立した第三者算定機関であるエイゾンによる株式移転比率の算定
結果その他の事項を踏まえると、本経営統合における株式移転比率である上記
(1)① 本株式移転に係る割当ての内容に記載の株式移転比率について、妥当性
を欠くとすべき特段の事情は認められないこと、(ⅳ)上記④に関しては、上記
(ⅰ)乃至(ⅲ)を踏まえ、本経営統合がロコガイドの少数株主に及ぼす影響を検
討すると、本経営統合を実施する旨の取締役会決議を行うことがロコガイドの
少数株主にとって不利益ではないと考えられること、(ⅴ)当社によるハイアス
社との資本業務提携の件に関する両社の説明を踏まえると、当社が当該資本業
務提携の件を実施中であることが、本委員会の意見に特段の影響を与えるもの
ではないと考えられる旨を内容とする答申書を、ロコガイド取締役会に対して
提出しております。
ロ．当社
(a) 当社における利害関係を有する取締役を除く取締役全員の承認
当社の取締役のうち、当社の支配株主であり、かつ、ロコガイドの取締役を
兼任している穐田氏については、利益相反回避の観点から、当社の取締役会に
おける本株式移転に関する審議及び決議には参加せず、2021年５月14日開催の
当社の取締役会においては、穐田氏を除いた出席取締役の全員一致で本株式移
転計画の作成を決議しております。
なお、本株式移転の比率の交渉は、2021年４月23日から2021年５月13日まで
の間に合計４回行われ、当該交渉を担当した当社の取締役には、利益相反のお
それのある取締役（穐田氏）は含まれておりません。
(b) 当社における独立した社外取締役（監査等委員）３名から構成される特別委
員会からの答申書の取得
当社の取締役会は、穐田氏及びロコガイドと利害関係を有しない当社の社外
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取締役（監査等委員）であり、かつ東京証券取引所の有価証券上場規程第436条
の２に規定する独立役員である田丸正敏氏、同じく穐田氏及びロコガイドと利
害関係を有しない当社の社外取締役（監査等委員）である西村淸彦氏及び当社
の社外取締役（監査等委員）飯田耕一郎氏の３名から構成される特別委員会を
設置し、①本経営統合の目的の正当性、②本経営統合の手続の適正性、③本経
営統合に係る移転比率等の条件の妥当性を踏まえた上で、(a)当社の取締役会に
おいて本株式移転の承認をすべきか否かについて検討し、当社の取締役会に勧
告を行うこと、及び(b)当社の取締役会における本経営統合についての決定が、
当社の少数株主にとって不利益でないかについて検討し、当社の取締役会に意
見を述べることについて諮問しました。
また、当社の取締役会は、当社特別委員会の判断内容を最大限尊重して本株
式移転に関する意思決定を行うこと、及び当社特別委員会が本株式移転の取引
条件が妥当でないと判断した場合には、当社の取締役会は当該取引条件による
本株式移転の承認をしないこととすることを決議しております。さらに、当社
の取締役会は、当社特別委員会に対し、ロコガイドとの間で取引条件等につい
ての交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な
局面で意見を述べ、指示や要請を行うこと、上記諮問事項について検討するに
当たり、必要に応じ、当社特別委員会の財務のアドバイザー若しくは第三者算
定機関及び法務のアドバイザーを当社の費用負担で選任又は指名すること、並
びに当社の役職員から本株式移転に関する検討及び判断に合理的に必要な情報
を受領することについて権限を付与することを決議しております。
なお、当社特別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内
容にかかわらず、固定額の報酬を支払うものとされています。
当社特別委員会は、2021年３月19日から2021年５月14日までに、会合を合計
６回開催し、上記諮問事項に関し、慎重に検討を行いました。当社特別委員会
は、かかる検討にあたり、当社の独立した第三者算定機関としての財務アドバ
イザーであるStand by C及び法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所
について、その独立性及び専門性に問題がないことを確認し、その選任を承認
し、法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から上記諮問事項の検討
に係る留意点の説明を受けました。その上で、当社特別委員会は、第三者算定
機関であるStand by Cによる株式移転比率の算定結果を入手すると共に、当社
より、本株式移転の背景・目的、本株式移転により向上することが見込まれる
企業価値の具体的内容、本株式移転後の経営体制・方針、事業計画等について
の説明に加え、本株式移転の条件を検討・交渉する体制、株式移転比率の交渉
方針及び決定過程並びに本株式移転の取締役会の意思決定方法及び過程等につ
いての説明を受け、事業計画等の内容、重要な前提条件及び作成経緯等につい
て合理性を確認し、承認すると共に、ロコガイドとの株式移転比率の交渉方針
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について承認しています。また、当社特別委員会は、ロコガイドに対しても質
疑応答を実施し、ロコガイドからロコガイドの事業に関する今後の計画及び成
長性、本経営統合に係るシナジー等についての説明を受けています。さらに、
当社特別委員会は、Stand by Cから株式価値の算定方法及び株式移転比率に関
する説明を受け、これらに関する質疑応答を行っております。当社特別委員会
は、かかる経緯の下、2021年５月14日付で、(ⅰ)上記①に関しては、本経営統
合によるシナジーの実現を目指し、これにより統合グループの企業価値向上を
目指すという本経営統合の目的には合理性が認められ、本経営統合によるシナ
ジーは実現可能性が合理的に見込めるものであり、本経営統合にはディスシナ
ジーが特に想定されないため、本経営統合の目的は正当であること、(ⅱ)上記
②に関しては、本経営統合においては、独立した特別委員会の設置、当社にお
ける独立した財務アドバイザー兼第三者算定機関からの算定書の取得、当社に
おける独立した法務アドバイザーからの助言の取得、利害関係を有する取締役
の取締役会における審議・決議及び本経営統合に係る検討・交渉への不参加と
いう各手続が実施されていること、適切な開示により、当社の少数株主による
十分な情報に基づく適切な判断の機会が確保される予定であること、当社がロ
コガイドより不当な影響を受けたことを推認させる事実は認められないことか
ら、当社の少数株主の利益を図る観点から適正な手続が実施されているものと
認められること、(ⅲ)上記③に関しては、(a)本株式移転の方法をとることは合
理性を有すること、(b)当社がStand by Cから2021年５月13日付で取得した株式
移転比率に関する算定書におけるDCF法による算定の基礎とされている当社事業
計画の策定手続及び内容並びにロコガイド事業計画の内容について特に不合理
な点は認められないこと、(c)当該算定書の算定方法及び算定内容（ハイアス社
の株式に関する算定内容及び算定方法を含む）について、特に不合理な点は認
められず、信用できるものと判断されるところ、本経営統合に係る移転比率は、
当該算定書における市場株価法による評価レンジ、類似会社比較法による評価
レンジ及びDCF法による評価レンジの範囲内であることからすれば、本経営統合
に係る移転比率等の条件は妥当であると認められること等を考慮し、当社取締
役会は、本経営統合の承認をするべきであると考える旨、及び、当社取締役会
における本経営統合についての決定は、当社の少数株主によって不利益なもの
ではないと考える旨の答申書を、当社取締役会に対して提出しております。
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(2) 共同持株会社の資本金及び準備金の額に関する事項
当社及びロコガイドは、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、共同持株
会社の資本金及び準備金の額を以下の通り決定いたしました。
① 資本金の額
10百万円
② 資本準備金の額
10百万円
③ 利益準備金の額
0円
これらの資本金及び準備金の額につきましては、共同持株会社の規模その他の諸
事情を総合的に勘案・検討し、当社とロコガイドが協議の上、会社計算規則第52条
の規定の範囲内で決定したものであります。
４. 会社法第773条第１項第９号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関
する事項
共同持株会社は、本株式移転に際して、当社及びロコガイドが既に発行してい
る新株予約権については、各新株予約権の内容及び株式移転比率を踏まえ、各新株
予約権者に対し、その保有する各新株予約権に代わる共同持株会社の新株予約権を
割当て交付いたします。
(1) ロコガイド
第１欄記載のロコガイドの各新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する
当該新株予約権に代わる第２欄記載の共同持株会社の各新株予約権を割当て交付
いたします。
第１欄

①

第２欄

名称

内容

名称

内容

株式会社ロコガイド

本株式移転計画

株式会社くふう

本株式移転計画

第１回新株予約権

別紙2-①-1

カンパニー

別紙2-①-2

株式会社ロコガイド

同別紙2-②-1

第１回新株予約権
②

第２回新株予約権

株式会社くふう
カンパニー
第２回新株予約権
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同別紙2-②-2

(2) 当社
第１欄記載の当社の各新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する当該新
株予約権に代わる第２欄記載の共同持株会社の各新株予約権を割当て交付いたし
ます。
第１欄

①

第２欄

名称

内容

名称

内容

株式会社くふう

本株式移転計画

株式会社くふう

本株式移転計画

カンパニー

別紙3-①-1

カンパニー

別紙3-①-2

第１回新株予約権
②

③

株式会社くふう

第３回新株予約権
同別紙3-②-1

カンパニー

カンパニー

第３回新株予約権

第４回新株予約権

株式会社くふう

同別紙3-③-1

カンパニー

⑤

株式会社くふう

株式会社くふう

同別紙3-③-2

第５回新株予約権
同別紙3-④-1

株式会社くふう

カンパニー

カンパニー

第７回新株予約権

第６回新株予約権

株式会社くふう

同別紙3-②-2

カンパニー

第６回新株予約権
④

株式会社くふう

同別紙3-⑤-1

株式会社くふう

カンパニー

カンパニー

第８回新株予約権

第７回新株予約権

同別紙3-④-2

同別紙3-⑤-2

５. ロコガイドに関する事項
(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容
ロコガイドの2021年３月期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 15 条 に 基 づ き、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://kufu.co.jp/）に掲載しております。
(2) 最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
① 株式会社しずおかオンラインの株式の取得（子会社化）
ロコガイドは、2021年４月１日開催の取締役会において、ロコガイドの持分法
適用関連会社である株式会社しずおかオンラインの株式を追加取得することを決
議し、2021年４月１日付で同社の株式（発行済株式の65.7％）を取得し完全子会
社化いたしました。

― 51 ―

②

自己株式の消却
ロコガイドは、本株式移転の効力発生日までに、ロコガイドが現時点で保有し
又は今後新たに取得する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式（なお、
2021年４月30日時点における自己株式は58株ですが、実際に消却する自己株式数
は変動する可能性があります。）を、消却する予定であります。

６. 当社において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与え
る事象の内容
(1) 有償新株予約権の発行
当社は、2020年11月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及
び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員
に対する新株予約権を発行することを決議いたしました。本決議に基づき、2020
年12月22日開催の取締役会において、本新株予約権の割当てを決議し、当社及び
当社子会社の取締役、執行役員及び従業員29名に対し3,920個を割当てておりま
す。
(2) 株式会社キッズスターの株式の取得（子会社化）
当社は、2020年11月12日開催の取締役会において、株式会社キッズスターの株
式を取得し子会社化するための株式譲渡契約を締結することを決議し、2021年１
月４日付で株式会社キッズスターの株式（議決権所有割合：50.0％）を取得いた
しました。
(3) ハイアス・アンド・カンパニー株式会社株券に対する公開買付け、ハイアス・
アンド・カンパニー株式会社との資本業務提携、及び第三者割当増資の引受け
当社は、2021年４月14日開催の取締役会において、ハイアス・アンド・カンパ
ニー株式会社の普通株式を金融商品取引法に定める公開買付け（以下、「本公開
買付け」）により取得すること、並びに本公開買付けに関連して、同社との間で、
資本業務提携契約を締結すること、及び第三者割当増資（以下、「本第三者割当
増資」）を引受けることを決議いたしました。本公開買付け及び本第三者割当増
資の結果、2021年６月４日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資
の払込日）をもって、同社普通株式19,497,730株（議決権所有割合：52.56％）
を保有するに至りました。
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(4) 資金の借入
当社は、2021年４月13日開催の取締役会において、資金の借入（以下、「本借
入」）を行うことを決議いたしました。本借入は、本公開買付け及び本第三者割
当増資の引受けに充てることを目的としたものです。本公開買付け及び本第三者
割当増資の手続きを円滑且つ迅速に進めるため、本借入は借入先が当社の支配株
主である穐田氏となりますが、本借入により調達する資金については、金融機関
からの借入による借換えを実施する予定です。
（資金借入の内容）
借入先

穐田誉輝 （注1）

借入金額

20億円

借入利率

年0.5％ （固定金利）

借入実行日

2021年６月２日

返済期限

６ヶ月 （期限前弁済可） （注2）

担保の有無
無担保
(注) 1．穐田氏は、当社の取締役であり、当社の議決権を56.73％（2021年５月29日現在）保
有しています。
2．金融機関からの借入を実施次第、本借入により調達する資金は返済を予定しておりま
す。

(5) 自己株式の消却
当社は、本株式移転の効力発生日までに、当社が現時点で保有し又は今後新た
に取得する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式（なお、2021年５月29
日時点における自己株式は2,601株ですが、実際に消却する自己株式数は変動す
る可能性があります。）を、消却する予定であります。
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７. 共同持株会社の取締役となる者についての会社法施行規則第74条に規定する事項
共同持株会社の取締役となる者は、次の通りであります。

氏
名
(生 年 月 日)

あき

た

よし

てる

穐

田

誉

輝

(1969年４月29日)

かん

ま

じゅん

菅

間

淳

(1971年７月26日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1993年４月 ㈱日本合同ファイナンス (現 ジャフコ
グループ㈱) 入社
1996年４月 ㈱ジャック (現 ㈱カーチスホールディン
グス) 入社
1999年９月 ㈱アイシーピー代表取締役
2000年５月 ㈱カカクコム取締役
2001年12月 同社代表取締役
2007年７月 クックパッド㈱取締役
2012年５月 同社代表執行役
2012年11月 ㈱Zaim 取締役 (現任)
2015年７月 ㈱みんなのウェディング (現 ㈱エニマ
リ) 取締役
2017年１月 ㈱ロコガイド取締役
2017年３月 ㈱オウチーノ取締役
2017年４月 ㈱ロコガイド代表取締役 (現任)
2017年６月 ㈱LITALICO社外取締役 (監査等委員)
2018年10月 当社取締役 (現任)
1993年10月 公認会計士第２次試験合格
1995年４月 山一證券㈱入社
1998年２月 プライスウォーターハウスコンサルタン
ト㈱入社
2000年４月 メリルリンチ証券東京支店入社
2003年10月 リーマン・ブラザーズ証券東京支店入社
2006年７月 ドイツ証券㈱入社
2014年５月 クックパッド㈱執行役
2017年３月 ㈱オウチーノ取締役 (現任)
2018年10月 当社取締役 (現任)
2018年10月 ㈱みんなのウェディング (現 ㈱エニマ
リ) 取締役 (現任)
2020年３月 ㈱おうちのアドバイザー (現 ㈱おうちの
くふう) 取締役 (現任)
2020年３月 ふくろう少額短期保険㈱(現 くふう少額
短期保険㈱) 取締役 (現任)
2021年３月 ㈱キッズスター監査役 (現任)
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(1) 所有する当社の株
式数
(2) 所有するロコガイ
ドの株式数
(3) 割当てられる共同
持株会社の株式数

(1) 10,234,700株
(2) 6,796,000株
(3) 38,098,300株

(1)
(2)
(3)

106,250株
12,000株
155,450株

氏
名
(生 年 月 日)

にし

むら

きよ

ひこ

西

村

淸

彦

(1953年３月30日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社の株
式数
(2) 所有するロコガイ
ドの株式数
(3) 割当てられる共同
持株会社の株式数

1983年１月 東京大学経済学部助教授
1994年11月 東京大学経済学部教授
2003年10月 内閣府経済社会総合研究所総括政策研究
官
東京大学大学院経済学研究科教授 (併任)
2004年３月 東京大学大学院経済学研究科教授 (委嘱)
2005年４月 日本銀行政策委員会審議委員
2008年３月 日本銀行副総裁
2013年３月 東京大学大学院経済学研究科教授
2013年10月 東京大学大学院経済学研究科研究科長・
経済学部長
2014年７月 クックパッド㈱取締役
2016年４月 政策研究大学院大学教授
(1)
2016年４月 日本女子大学評議員
2016年12月 Market News International Connect (2)
(3)
Advisory Boardボードメンバー (現任)
2017年４月 東 京 大 学 Center for Advanced Research
in
Finance,Distinguished
Project
Research Fellow
2017年６月 東京大学名誉教授 (現任)
2017年12月 ㈱みんなのウェディング (現 ㈱エニマ
リ)取締役
2018年４月 政策研究大学院大学特別教授 (現任)
2018年10月 当社取締役 (監査等委員) (現任)
2019年４月 日本女子大学理事
2019年10月 総務省顧問 (現任)
2020年６月 ㈱ニッセイ基礎研究所特別招聘顧問 (現
任)
2021年２月 西村アソシエイツ (同) 代表社員 (現任)
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―株
―株
―株

氏
名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年４月
1994年６月
2001年６月
2003年４月
2004年９月
2017年４月

(1) 所有する当社の株
式数
(2) 所有するロコガイ
ドの株式数
(3) 割当てられる共同
持株会社の株式数

慶應義塾大学環境情報学部助教授
慶應義塾大学環境情報学部教授
慶應義塾大学環境情報学部学部長
(公財) ソフトピアジャパン理事長
くま
さか
けん
じ
クックパッド㈱社外取締役
(1)
―株
熊 坂 賢 次
慶應義塾大学環境情報学部名誉教授（現 (2)
―株
任）
(1947年１月28日)
(3)
―株
2018年６月 ㈱ロコガイド社外取締役 (監査等委員)
(現任)
2019年１月 ㈱Zaim社外監査役 (現任)
2019年４月 (同)kenG代表社員 (現任)
2019年４月 (一社)FOODFOOD代表理事 (現任)
1991年４月 ㈱住友銀行 (現 ㈱三井住友銀行) 入行
1998年４月 弁護士登録 (東京弁護士会所属)
2004年９月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン社外
取締役
2007年６月 ㈱ユナイテッドアローズ社外監査役
はし
おか
ひろ
なり
2008年８月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立
(1)
―株
橋 岡 宏 成
パートナー弁護士 (現任)
(2)
―株
2009年３月 昭和情報機器㈱社外監査役
(1967年１月23日) 2011年６月 トレンダーズ㈱社外監査役 (現任)
(3)
―株
2011年６月 ㈱エー・ピーカンパニー社外監査役
2014年６月 ㈱アイフリークモバイル社外監査役
2017年１月 ㈱ロコガイド社外監査役
2018年６月 ㈱ロコガイド社外取締役 (監査等委員)
(現任)
(注) 1．所有するロコガイドの株式数は2021年３月31日現在、当社の株式数は2021年５月29日現在の所
有状況に基づき記載しており、また、割当てられる共同持株会社の株式数は、当該所有状況に
基づき、株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際に割当てられる共同持株会
社の株式数は、共同持株会社の設立日の直前までの所有状況に応じて変動することがありま
す。
2. 穐田誉輝氏は、当社及びロコガイドの大株主であり、共同持株会社の大株主となる予定です。
その他の各候補者と当社及びロコガイドとの間には特別の利害関係はなく、共同持株会社との
間で特別の利害関係が生じる予定もありません。
3. 穐田誉輝氏は、当社及びロコガイドにおける会社法第２条第４号の２に定める親会社等に該
当しており、共同持株会社における会社法第２条第４号の２に定める親会社等に該当する予定
です。
4. 西村淸彦氏、熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏は、社外取締役候補者であります。
5．上記候補者を社外取締役候補者とする理由及び社外取締役が果たすことが期待される役割の
概要について
・西村淸彦氏は、経済学の研究者としての深い知見に加え、日本銀行において培われた財政・
金融その他経済全般にわたる高い見識を有しており、経営全般に対する助言が期待できると判
断し、社外取締役候補者としております。
・熊坂賢次氏は、ネットワーク社会論及びネットワーク調査法の研究者としての専門的見地に
加え、有識者としての知見から経営全般に対する助言が期待できると判断し、社外取締役候補
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者としております。
・橋岡宏成氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与
した経験はありませんが、企業法務に精通した弁護士としての見地から、取締役会の意思決定
の妥当性、適正性を確保するための助言が期待できると判断し、社外取締役候補者としており
ます。
6．西村淸彦氏、熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役
員の要件を満たしており、各氏の選任が承認された場合、共同持株会社は各氏を独立役員とし
て同取引所に対して届け出る予定であります。
7．西村淸彦氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、社外取締役としての在任期
間は本総会終結の時をもって２年９か月となります。
8．熊坂賢次氏は現在、ロコガイドの監査等委員である社外取締役であり、社外取締役としての
在任期間は本総会終結の時をもって３年１か月となります。
9．橋岡宏成氏は現在、ロコガイドの監査等委員である社外取締役であり、社外取締役としての
在任期間は本総会終結の時をもって３年１か月となります。
10. 西村淸彦氏が役員である当社並びに熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏が役員であるロコガイドは、共
同持株会社の特定関係事業者であります。
11. 共同持株会社は、西村淸彦氏、熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏の選任が承認された場合、会社法第
427条第１項及び共同持株会社の定款第29条第２項に基づき、各氏との間で会社法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、会社法第423条第１項の責任につき、法令が規定する最低責任限度額としており
ます。

８. 共同持株会社の会計監査人となる者についての会社法施行規則第77条に規定する
事項
共同持株会社の会計監査人となる者は、次の通りであります。
（2021年３月31日現在）
名
事

務

称

誠栄監査法人

所

主たる事務所
その他の事務所

東京都千代田区神田小川町一丁目１番山城ビル９階
愛知県名古屋市中区栄二丁目９番30号栄山吉ビル３階

1999年４月 誠栄監査法人設立
2000年９月 名古屋事務所を愛知県名古屋市に開設
沿
革
2004年３月 啓陽監査法人と合併
2006年３月 東京事務所を千代田区神田小川町一丁目 (現住所) に移転
資本金
850万円
構成人員
代表社員
7名
公認会計士
16名
概
要
事務職員
3名
合計
26名
関与会社数
24社
(注) 2021年10月１日以降、本株式移転によって両社の完全親会社となる共同持株会社の連結決算の一
元監査体制を確立するために、現在当社の会計監査人であります誠栄監査法人を共同持株会社の
会計監査人候補者といたしました。なお、当社及びロコガイドの監査等委員会は、同監査法人が
持つ専門性、独立性及び適切性を勘案し、同監査法人は共同持株会社の会計監査人として適任で
あると判断しております。
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第２号議案 定款一部変更の件
１. 変更の理由
当社は、第１号議案「株式会社ロコガイドとの株式移転計画承認の件」に記載の
通り、ロコガイドとの間で共同株式移転を行い、2021年10月１日（予定）をもって、
両社の完全親会社となる共同持株会社として、株式会社くふうカンパニーを設立す
る予定です。これに伴い、本臨時株主総会において、第１号議案が原案どおり承認
されること、並びに2021年９月30日の前日までに株式移転計画の効力が失われてい
ないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、現行定款第１条
（商号）を変更し、併せて2021年９月30日に効力が発生する旨の附則を設けるもので
あります。
２. 変更の内容
変更の内容は、次の通りであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現

行

定

款

変

更

案

（商号)

（商号)

第１条 当会社は、株式会社くふうカンパニー
と称し、英文ではKufu Company Inc.と表示す
る。

第１条 当会社は、株式会社くふう中間持株会
社 と 称 し、 英 文 で は Kufu Intermediate
Holding Company Inc.と表示する。
附則
（効力発生日）

（新設）

第１条 （商号）の変更は、2021年９月30日を
もって効力を生じるものとする。なお、本附則
は、第１条の変更の効力発生をもって、これを
削除する。

以上
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臨時株主総会会場ご案内図
会

場：東京都港区三田一丁目４番28号
三田国際ビル地下１階

会議室

赤羽橋
(大江戸線・赤羽橋口)

芝公園

３分
東京都済生会
中央病院

芝公園(三田線・A2出口)
三田
国際ビル

７分
三田会館

セレスティンホテル

戸坂女子
短期大学

春日旅館
薩摩藩三田藩邸跡
東京女子学園中高

至 田町(JR・西口)三田(浅草線・A3出口)
（交通）
●都営地下鉄大江戸線
「赤羽橋駅」赤羽橋口より徒歩３分
●都営地下鉄三田線
「芝公園駅」A２出口より徒歩７分
●JR
「田町駅」西口より徒歩１０分

