
                                 平成 18 年 12 月 21 日 

各      位 

会 社 名  株式会社   丸  正 

代表者名  取締役社長    井澤 一守 

（コード番号 8105  東証第二部） 

問合せ先  取締役執行役員管理本部長   

竹中 正則 

（TEL．03－3662－8113） 

 

合併契約書締結に関するお知らせ 

平成 18 年 10 月 16 日付「合併合意書締結に関するお知らせ」についてお知らせのとおり、平成 19

年 4 月 1 日を期して当社と堀田産業株式会社の合併を進めており、本日開催の各々の取締役会におい

て合併契約書の締結を決議し、同日合併契約書を締結いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．合併の目的 

 当社は、ヤマノグループの和装・洋装・寝装・アパレル卸の中核会社として財務体質の改善及び

収益体制の強化に重点を置いて経営を進めております。また、「脱問屋」を掲げオリジナルブランド

商品の企画・開発（ものづくりへの挑戦）の拡大を図り、各事業本部の自主性と透明性を尊重し効

率のよい事業活動を推進してまいりました。一方、堀田産業㈱（東証第二部 3532）は、ヤマノグル

ープのアパレル事業の中核として意匠撚糸事業や洋装事業等を行っております。 

この度、堀田産業㈱と合併することにより、川上から川下まで一貫した事業を保有することにより

高収益の確保が可能となります。また、洋装事業の統合を図ることで両社の経営資源を集中し、事業

の効率化と一体化を推進していくことが両社にとって望ましいと考えました。 

当社のメリットとしては、堀田産業㈱が持っているノウハウの共有化に伴い、小売分野での豊富な

経験と知識を持つ人材を確保し、アパレル事業の強化に繋げ、海外での事業展開も視野に入れること

が可能となります。また、商品製作や企画、ブランド・デザイン力の強化にも繋がります。一方、堀

田産業㈱では、川上から川下までの商流をより拡大することが可能となります。 

合併により当社は、東京ブラウス、クレイサス、タケオ・ニシダ等百貨店を中心とした一流ブラン

ドを保有、既存の HAMANO ブランドも含め、ブランド事業の更なる展開が可能となりました。 

このように、両社が一体となって、経営資源・ノウハウの共有化を図ると共に、それぞれの長所を

最大限に活かし、より強力な経営体制で事業を推進し、効率的な経営を行うことが両社の利益向上に

繋がると判断いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．合併の要旨 

(1)合併の日程 

合併合意書締結 

合併契約書承認取締役会 

 

 

平成 18 年 10 月 16 日 

平成 18 年 12 月 21 日 

合併契約書締結  平成 18 年 12 月 21 日 

株主総会基準日  平成 18 年 12 月 15 日 

合併契約書承認株主総会  平成 19 年 2 月 14 日（予定） 

合併期日（効力発生日）  平成 19 年 4 月 1 日（予定） 

株券交付日  平成 19 年 5 月 18 日（予定） 
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(2)合併方式 

当社株式会社丸正を存続会社とする吸収合併方式で、堀田産業株式会社は解散いたします。 

なお、商号は「堀田丸正株式会社」に変更いたします。 

 

(3)合併比率 

会 社 名 株式会社 丸 正 堀田産業株式会社 

合併比率 1 0.7 

     (注)1.株式の割当比率 

堀田産業株式会社の株式 1株に対して、株式会社丸正の株式 0.7 株を割当て交付い

たします。 

      2.合併比率の算定根拠 

     株式会社丸正は大和証券 SMBC 株式会社を、堀田産業株式会社は株式会社三井住友銀

行を、第三者機関として起用し、合併比率の算定を依頼いたしました。その算定結果

を参考として、合併当事者間において協議のうえ、上記比率を決定いたしました。 

   3.第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

     大和証券SMBC株式会社は合併比率の算定根拠となる株式価値の評価方法を検討した

結果、株式会社丸正については市場株価平均法、DCF 法（ディスカント・キャッシュ・

フロー法）に基づき算定いたしました。また、株式会社三井住友銀行は堀田産業株式

会社について市場株価平均法に基づき算出することが妥当と判断し、合併比率算定の

基礎となる株式価値を算定いたしました。 

   4.合併により発行する新株式数等 

     現段階では未定であります。 

     堀田産業株式会社発行の新株予約権の合併効力発生日前日までにおける行使状況等

により確定する予定であり、確定次第、お知らせいたします。 

(4)堀田産業株式会社の新株予約権に関する取り扱い 

本合併効力発生日前日において、堀田産業株式会社が発行した新株予約権は無償消却の扱い

となります。 

 

(5)会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当するもので「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針 247 項」に基づき処理いたします。 

なお、「のれん」は発生しない見込みです。 

３．合併当事会社の概要 

  (平成 18 年 9月 30 日現在) (平成 18 年 9月 30 日現在) 

(1) 商号 ㈱丸正(存続会社) 堀田産業㈱(被合併会社) 

(2) 主な事業内容 各種繊維製品と宝石、貴金属等卸

売 

意匠撚糸製造販売 

(3) 設立年月 昭和 3年 11 月 昭和 19 年 6月 

(4) 本店所在地 東京都中央区日本橋富沢町 8-5 栃木県足利市問屋町 1184-1 

(5) 代表者 井澤 一守 太田 功 

(6) 資本金 1,975 百万円 1,434 百万円 

(7) 発行済株式総数 23,524 千株 36,800 千株 

(8) 純資産 1,844 百万円 227 百万円 

(9) 総資産 5,201 百万円 1,392 百万円 
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(10) 事業年度の末日 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 従業員数 199 名(パート社員 109 名) 20 名(パート社員 8名) 

(12) 主要取引先 ㈱そごう、㈱西武百貨店、 
㈱松坂屋 

蝶理㈱、住金物産㈱、三菱商事㈱

(13) 大株主及び持株比率 ㈱ﾔﾏﾉﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ     49.99％ 

㈱ヤマノネットワーク 6.59％ 

ストラクス㈱         2.70％ 

㈱ﾔﾏﾉﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ   53.80％ 

蝶理㈱        8.85％ 

平野京子        1.00％ 

(14) 主要取引銀行 ㈱三井住友銀行、㈱三菱東京 UFJ

銀行、㈱りそな銀行、㈱みずほ 

銀行 

㈱足利銀行、㈱りそな銀行、 

㈱みずほ銀行 

  資本関係 該当事項なし 

(15) 当事会社の関係 人的関係 該当事項なし 

  取引関係 該当事項なし 

(16) 最近３決算期間の連結業績 (単位：百万円)

 ㈱丸正 堀田産業㈱ 

決算期 16 年 3月期 17 年 3 月期 18 年 3月期 16 年 3 月期 17 年 3月期 18 年 3 月期

売上高  7,794 8,484 8,692 － 11,719 10,629

営業利益 79 222 327 － △182 △539

経常利益 148 199 258 － 4 △415

当期純利益 120 157 74 － △142 △589

1 株当たり当期
純利益（円） 

5.16 6.78 2.89 － △4.21 △16.06

1 株当たり 
純資産（円） 

87.62 99.84 101.72 － 22.56 14.51

（注）堀田産業の 16 年 3月期は連結実績が無いため、記載しておりません。 

(17) 最近３決算期間の個別業績 (単位：百万円)

 ㈱丸正 堀田産業㈱ 

決算期 16年 3月期 17年 3月期 18年 3月期 16年 3月期 17年 3月期 18 年 3 月期

売上高  4,678 6,107 7,110 2,160 1,556 1,297

営業利益 67 143 143 △114 △66 △182

経常利益 90 180 149 △127 △82 △86

当期純利益 61 148 24 △12 △88 △725

1株当たり当期
純利益（円） 

2.62 6.39 0.74 △0.64 △2.60 △19.77

1 株当たり 
配当金（円） 

－ 2.00 3.00 － － －

1株当たり 
純資産（円） 

79.40 97.79 97.51 26.66 24.05 12.02

 

４．合併後の状況 

(1) 商号 堀田丸正株式会社 

（合併期日をもって商号変更予定） 

(2) 事業内容 各種繊維製品と宝石･貴金属等卸売 

意匠撚糸製造販売 

(3) 本店所在地 東京都中央区日本橋富沢町 8-5 
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(4) 代表者（予定） 代表取締役会長  山野 彰英 （現 丸正 代表取締役会長） 

代表取締役社長  井澤 一守 （現 丸正 代表取締役社長） 

代表取締役副社長 太田 功  （現 堀田産業 代表取締役社長） 

 

(5) 

 

資本金 

  

1,975 百万円（本合併による資本金の増加はありません。） 

(6) 総資産 6,593 百万円（ 1,392 百万円） 

（注）（  ）内は合併による増加見込み分であります。 

   平成18年 9月 30日時点の両社の総資産をもとに算出しております。

(7) 決算期 3 月 31 日 

  (8) 業績に与える影響 

     当期平成 19年 3 月期通期の業績見通しにつきましては変更ありません。 

    また、合併後の業績見通しにつきましては、詳細が確定次第お知らせいたします。 

 

                                      以 上 
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