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平成 20年９月 30日 

各位 
会 社 名 株 式 会 社 ゼ ロ 
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岩下 世志 

（コード番号 9028 東証第二部） 
問合せ先 取締役経営企画部長 北村 竹朗 

（℡. 044-520-0106） 

 
 

株式会社ドライバースタッフの株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20年９月 30日開催の取締役会において、株式会社ドライバースタッフ（以下ドライバースタッフ）

の株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株式取得の理由 

 2001年５月、ＭＢＯにより日産自動車株式会社より独立以降、ゼログループでは主たる事業である車両輸送事業

に加え、新規事業である一般貨物輸送にも積極的に進出することで、存在感のある企業グループとなることを目指

しております。この戦略の鍵となるのは「ドライバー」という経営資源であります。 

 人材を育成し社会へ供給することは、企業の持つ大切な使命であります。少子化が加速する日本国内においては、

その役割はさらに大きいものとなります。当社は、2006 年４月にドライバー専門の人材派遣会社を設立、子会社化

いたしました。これは、ドライバーの「安定的な確保・供給」「弾力的運用」が、ゼログループの戦略に欠かせない

だけではなく、物流業界や社会に貢献する、という信念に基づいております。 

 ドライバースタッフが持ち株会社とな

っているドライバースタッフグループは、

お客様（主に一般企業や官公庁）が所有

する自動車（送迎マイクロバスや役員車

等）の運行管理業務を請け負う中で、多

くのドライバーを採用し、柔軟なオペレ

ーションを実現しております。この事業

をゼログループに取り入れることは、ド

ライバーの「安定的な確保・供給」施策

の一環と位置づけられる、と考えました。 

さらに同社が持つ高い収益力、そして

両グループの持つインフラやノウハウの

共有により相乗効果が期待でき、互いの

事業基盤、収益基盤を強固なものにでき

ると判断し、ドライバースタッフの株式

を取得することを決定いたしました。 

車両輸送事業
（現状500億円）

一般貨物事業
（現状60億円）

ドライバー

フルキャストドライブ

ドライバースタッフ

ドライバー養成施設（予定）

確保

供給

育成
650億円規模へ

350億円規模へ
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２．異動する子会社（ドライバースタッフ）の概要 

(1) 商号 株式会社ドライバースタッフ 

(2) 代表者 代表取締役社長 伊藤 尚毅 

(3) 本社所在地 大阪市西区京町堀 1-13-19 

(4) 設立年月日 平成 10年 12 月 14日 

(5) 主な事業の内容 持株会社 ※事業の運営会社については別記いたします。 

(6) 決算期 11 月 30 日 

(7) 従業員数 － 

(8) 主な事業所 大阪本社 

(9) 資本金 303,300,000 円 

(10) 発行済み株式総数 86 株 

(11) 株主構成 オート・ビジネス再編２号投資事業有限責任組合 100％ 

 

３.ドライバースタッフグループ会社の概要 

  【株式会社ジャパン・リリーフ】 ※実質的な事業の運営会社 

(1) 商号 株式会社ジャパン・リリーフ 

(2) 代表者 代表取締役社長 伊藤 尚毅 

(3) 本社所在地 大阪市西区京町堀 1-13-19 

(4) 設立年月日 平成６年４月８日 

(5) 主な事業の内容 自家用自動車運行管理業 

(6) 決算期 12 月 31 日 

(7) 従業員数 2,669 名（平成 20年６月末日現在） 

(8) 主な事業所 大阪本社、大阪支店、東京支店、名古屋支店、滋賀支店、福岡支店 

(9) 資本金 83,124,775円 

(10) 発行済み株式総数 1,509 株 

(11) 株主構成 株式会社ドライバースタッフ 100％ 

   

【株式会社ナフシステム】 

(1) 商号 株式会社ナフシステム 

(2) 代表者 代表取締役社長 伊藤 尚毅 

(3) 本社所在地 大阪市福島区福島 6-8-10 

(4) 設立年月日 平成 17年７月１日 

(5) 主な事業の内容 休眠会社 

(6) 決算期 ６月 30日 

(7) 従業員数 － 

(8) 主な事業所 大阪本社 

(9) 資本金 3,000,000 円 

(10) 発行済み株式総数 60 株 

(11) 株主構成 株式会社ドライバースタッフ 100％ 
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４．最近事業年度における業績の動向 

ドライバースタッフ  

平成 18年 11月期 平成 19年 11月期 

売上高 543,575 6,371 

売上総利益 67,833 6,446 

営業利益 20,296 ▲53,984 

経常利益 25,066 ▲52,437 

当期利益 15,863 ▲75,004 

総資産 247,510 2,586,575 

純資産 170,324 603,377 

1 株当たり配当金 － － 

 
ジャパン・リリーフ ナフシステム  

平成18年 12月期 平成19年 12月期 平成 18年 6月期 平成 19年 6月期 

売上高 4,049,349 4,890,077 170,324 108,834 

売上総利益 1,078,194 1,558,032 34,896 17,182 

営業利益 214,408 441,601 1,327 688 

経常利益 314,429 528,524 1,537 719 

当期利益 175,429 ▲52,196 937 548 

総資産 1,667,062 1,783,918 21,326 7,346 

純資産 863,535 807,705 3,937 4,486 

1 株当たり配当金 － － － － 

  ※ジャパン・リリーフ社が、実質的な事業の運営会社となります。 

 

５．株式の取得先 

  【ファンドの概要】 

(1) 名称 オート・ビジネス再編２号投資事業有限責任組合 

(2) 形態 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合 

(3) 無限責任組合員 日興アントファクトリー株式会社 

住商オートインベストメント株式会社 

【無限責任組合員：日興アントファクトリー株式会社の概要】 

(1) 社名 日興アントファクトリー株式会社 

(2) 住所 東京都千代田区丸の内 1-2-1 東京海上日動ビルディング新館５階 

(3) 代表者 代表取締役会長兼社長 尾﨑 一法 

(4) 主な事業の内容 バイアウト投資、ベンチャーキャピタル投資、セカンダリー投資等のプラ

イベートエクイティ投資並びに投資事業組合の運営関連業務 

【無限責任組合員：住商オートインベストメント株式会社の概要】 

(1) 社名 住商オートインベストメント株式会社 

(2) 住所 東京都中央区晴海 1-8-11  

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＹ棟 

(3) 代表者 代表取締役 小川 誠司 

(4) 主な事業の内容 未公開株投資業務および同関連業務 

単位：千円 

単位：千円 
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６．取得株式数および取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 0株 所有割合 0.00％ 議決権の数 0個 

(2) 取得株式数 86 株  議決権の数 86個 

(3) 異動後の所有株式数 86 株 所有割合 100.0％ 議決権の数 86個 

 

７．日程 

取締役会決議 平成 20年 9月 30日 

株式売買契約書締結 平成 20年 9月 30日 

株券引渡し日（予定） ～平成 20年 10 月 31 日 

 

８．今後の見通し 

 当該子会社の異動により、平成 21年６月期の連結業績予想に与える影響につきましては、確定次第お知らせいた

します。 

以上 

 


