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株式会社マイカルクリエイトの全株式取得及び合併に関するお知らせ 

  
 当社は、2006 年３月 31 日開催の取締役会において、株式会社マイカルが所有する株式会社マイカ

ルクリエイトの全株式を取得すること及び、同社を合併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 
Ⅰ．全株式取得について 
１． 株式取得の理由 

当社は株式会社マイカルクリエイトの全株式を取得することで、両社のそれぞれ得意とするビ

ジネスモデルを活かし、イオングループ及びグループ外出店を加速し、事業規模の拡大を行い、

早期に業界内トップを目指して参ります。更に、事業を統合することにより、経営の効率化、生

産性の向上を行い、将来の競争に耐えられる強い体質づくりを構築して参ります。 
両社が持つ有能な人材の交流と活性化を図り、更なる専門能力、専門技術の向上と経営及び運

営ノウハウの蓄積を行って参ります。 
 
２． 移動する会社の概要 

(1) 商 号          株式会社マイカルクリエイト 

(2) 代表者の氏名       代表取締役社長 平 澤 範 雄 

(3) 本店所在地        大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 

(4) 設立年月日        １９９４年９月１９日 

(5) 主な事業の内容      ショッピングセンター内アミューズメント施設の設置運営      

(6) 決算期          ２月末日 

(7) 従業員数         ６３４名（8 時間換算ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰを含む） 

(8) 資本の額         ４００百万円 

(9) 発行済株式総数      ８，０００株 

(10) 大株主構成及び所有割合   株式会社マイカル(１００．０％) 

(11) 最近の業績 

｢Ⅱ．合併について 4.最近３決算期間の業績｣を参照下さい。  

 

３． 株式の取得先 

(1) 商 号          株式会社マイカル    

(2) 代表者の氏名       代表取締役会長 岡 田 元 也 

代表取締役社長 西 岡 明 賜 

(3) 本店所在地        大阪市中央区久太郎町３丁目１番３０号 

(4) 主な事業の内容      総合小売業 

(5) 当社との関係       店舗の賃貸人 



 
 

４． 取得株式数、取得価額及び取得後の所有株式数の状況 

(1) 移動前の所有株式数     ０株(所有割合     －％) 

(2) 取得株式数     ８，０００株(所有割合 １００．０％) 

(3) 移動後の所有株式数 ８，０００株(所有割合 １００．０％) 

(4) 取得価額      ５１億円 

（取得価額については、第三者機関の算定に基づき交渉の結果、決定したものです） 

 

５． 日程 

2006 年３月 31 日    取締役会決議 

2006 年３月 31 日    株式譲渡契約締結 

2006 年４月 10 日    株式譲渡期日(予定) 

  

Ⅱ．合併について 

１． 合併の目的 

早期に合併することで経営判断の迅速化、管理部門の効率化、店舗の開発力、スケールメリット

によるバイイングパワー向上等、シナジー効果がより一層発揮できるとの判断によるものです。 

 

２． 合併の要旨 

2006 年３月 31 日の取締役会で株式会社マイカルクリエイトとの 2006 年８月 21 日の合併を目処

とする、｢合併基本合意書｣の締結に関する決議を行い、同日契約を締結いたしました。今後、詳

細について協議のうえ｢合併契約書｣の締結を行って参ります。 

 

３． 合併当事会社の概要 

商号 株式会社イオンファンタジー 

(存続会社) 

株式会社マイカルクリエイト 

(被合併会社) 

主たる事業内容 ショッピングセンター内室内ゆう

えんちの設置運営 

ショッピングセンター内アミューズメ

ント施設の設置運営 

設立年月日 １９６９年１０月３１日 

(実質上の設立 1997 年 2 月 14 日) 

１９９４年９月１９日 

本店所在地 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地 1 大阪市中央区久太郎町二丁目５番 28 号

代表者 代表取締役会長 辻 善則 

代表取締役社長 中下善昭 

代表取締役社長 平澤範雄 

資本金 １，７４７百万円 ４００百万円 

発行済株式数 １２，６２２，００６株 

(2006 年２月２０日現在) 

８，０００株 

(2006 年２月２８日現在) 

株主資本 ８，９３７百万円 ２，２７６百万円 

総資産 １３，３８９百万円 ４，１２８百万円 

決 算 期 ２月２０日 ２月末日 

店 舗 数 ２１３店舗(2006 年２月２０日現

在) 

７７店舗(2006 年２月２８日現在) 

従業員数(8 時間換

算ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰを含む) 

２，０３４名 

(2006 年２月２０日現在) 

６３４名 

(2006 年２月２８日現在) 

主要取引先(仕入先) 株式会社セガ 

株式会社サンリンク 

株式会社バンプレスト販売 

株式会社セガ 

株式会社サンリンク 

オムロンエンタテインメント株式会社 

大株主及び持株比率 イオン㈱(61.9％) ㈱マイカル(100.0％) 
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主要取引銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社三井住友銀行 

中央三井信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

 

株 主 数 ３，７０１名 

(2006 年２月２０日現在) 

１名 

(2006 年２月２８日現在) 

資本関係 なし 

人的関係 なし 

当事会社の関係 

取引関係 一部店舗の業務指導、遊戯機械等の売買 

 

４． 最近３決算期間の業績                          (単位：百万円) 

 株式会社イオンファンタジー 

(存続会社) 

株式会社マイカルクリエイト 

(被合併会社) 

決 算 期 2003/2 2004/2 2005/2 2003/2 2004/2 2005/2 

売 上 高 20,279 23,418 28,866 9,783 9,980 10,243

売上総利益 3,473 4,042 4,949 2,054 2,174 1,637

営業利益 1,975 2,351 3,028 1,473 1,528 1,013

経常利益 1,968 2,355 3,034 1,185 1,407 993

当期純利益 1,083 1,271 1,650 352 811 551

総 資 産 9,481 10,611 13,389 4,395 4,592 4,128

株主資本 6,442 7,520 8,937 937 1,740 2,276

1 株当たり当期純利益(円) 125.13 119.91 141.14 44,088.02 100,442.39 68,061.41

1 株当たり配当金(円) 15 20 25 - 1,000 1,000

1 株当たり株主資本(円) 679.31 720.07 777.29 117,172.14 216,664.54 283,725.96

（注）株式会社マイカルクリエイト(被合併会社)の 2003 年 2 月期、2004 年 2 月期、2005 年 2 月期の 

決算数値については、商法特例法及び証券取引法に基づく監査を受けたものではありません。 

  

Ⅲ．全株式取得後、合併後の業績見通し 

  当社の 2006 年２月期の業績は、2006 年４月５日に発表する予定であり、2007 年２月期の業績予

想も、同日発表する予定です。 

   

以上 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


