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平成19年２月19日

各     位

会 社 名 株式会社プラザクリエイト

代表者の役職名 代表取締役社長　大島  康広

（JASDAQ　コード番号 7502）

問 合 先 取締役管理本部長　小澤 宏之

Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３２２２－３２６５

会社分割による当社写真関連小売サービス事業の分社化及び連結子会社の合併

並びに連結子会社の商号変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の写真関連小売サービス事業

を吸収分割の方法により連結子会社「株式会社５５ステーション」に承継すること、及び連

結子会社である「株式会社パレットプラザ」を「株式会社５５ステーション」に吸収合併さ

せることを決議し、同日分割契約および合併契約を締結しましたので、お知らせ致します。

また、分割・合併期日をもって、「株式会社５５ステーション」は、「株式会社プラザクリエ

イトイメージング（仮称）」に商号を変更する予定であります。

１． 会社分割、合併の目的について

グループ再編の一環として、直営事業を中心に展開している連結子会社「株式会社

５５ステーション」に当社の写真関連小売サービス事業（ＤＰＥチェーンショップ

「パレットプラザ」の直営事業部門）を吸収分割し、同じく、直営事業を展開して

いる連結子会社「株式会社パレットプラザ」を合併することで、販売戦略並びに顧

客ニーズに的確に対応する体制の強化、顧客サービスの充実、店舗運営体制の効率

化を図ることを実現し、グループ全体の経営体制強化を目的としております。

２． 会社分割による当社の写真関連小売サービス事業部門の承継について

（１） 会社分割の日程

分割契約承認取締役会 平成 19 年 2月 19 日

分割契約締結 平成 19 年 2月 19 日

分割契約承認株主総会（承継会社） 平成 19 年 3月 20 日

（注）本件分割は、会社法第 784 条第３項の簡易分割の要件を満たしているため、

当社における株主総会の承認は省略します。

分割期日（効力発生日） 平成 19 年 4月 1 日

分割登記日 平成 19 年 4月 2 日

　（２）分割方式

当社を分割会社とし、当社 100％子会社である株式会社５５ステーションを承継会社

とする分社型吸収分割であります。
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　（３）株式の割当

承継会社は本件分割に際し、株式を発行いたしません。

　（４）分割会社の新株予約権、新株予約権付社債の取扱い

該当ありません。

　（５）承継会社が承継する権利義務

本件分割対象事業に係る資産、負債及びこれらに付随する権利義務を承継いたしま

す。また、承継会社は雇用契約を承継せず、分割期日に本件分割対象事業部門に在

籍する当社従業員は全員承継会社への出向といたします。

　（６）債務履行の見込

本件分割において当社及び株式会社５５ステーションが負担すべき債務については、

履行の見込に問題はないものと判断しています。

　（７）分割当事会社の概要（平成 18年９月 30 日現在）

　①商号 株式会社プラザクリエイト

（分割会社）

　株式会社５５ステーション

（承継会社）

　②事業内容 ＤＰＥショップのフランチャイ

ズ事業及びＤＰＥショップの経

営

ＤＰＥショップの経営

　③設立年月日 昭和63年３月 昭和39年１月

　④本店所在地 東京都千代田区五番町１番地 東京都千代田区九段南４丁目７番

１３号

　⑤代表者 代表取締役社長　大島康広 代表取締役社長　大島康広

　⑥資本金 1,017百万円 50百万円

　⑦発行済株式総数 6,132,582株 1,000株

　⑧純資産 3,021百万円 1,096百万円

　⑨総資産 12,800百万円 3,804百万円

　⑩決算期 ３月31日 ２月28日

　⑪従業員数 222名 196名

　⑫主要取引先 富士フイルムイメージング㈱ ㈱プラザクリエイト

　⑬大株主及び

　　持分比率

大島康広　　　 　　 29.98%

富士フイルムホールディングス㈱

(旧商号　富士写真フイルム㈱)

　　　　　　　11.03%

(有)樹　　　　　　   9.94%

㈱プラザクリエイト 　   100%

　⑭主要取引銀行 ㈱みずほ銀行

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

㈱みずほ銀行

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

資本関係 承継会社の全株式を保有

人的関係 取締役２名、監査役１名が兼務し

ております。

　⑮当事会社の関係

取引関係 承継会社に対する商品販売、店舗

機器の賃貸、資金の融資等
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（８）最近３決算期間の業績

　 株式会社プラザクリエイト

（分割会社）

株式会社５５ステーション

（承継会社）

決算期 平成16年

３月期

平成17年

３月期

平成18年

３月期

平成16年

２月期

平成17年

２月期

平成18年

２月期

売上高 (百万円) 12,964 11,735 11,904 24,032 19,944 15,565

営業利益

     (百万円)
△41 195 263 △427 △634 1,163

経常利益

(百万円)
19 212 305 △390 △593 1,236

当期純利益

      (百万円)
△480 3,382 192 △1,407 △2,059 △7,053

１株当たり

当期純利益（円）
△79.00 546.69 29.35 △240.07 △351.30 △1,203.04

１株当たり

年間配当金（円）
－ 30.00 10.00 － － －

１株当たり

純資産  　（円）
42.68 592.05 564.02 258.83 △92.46 △1,289.77

（９） 承継させる事業部門の内容

① 直営事業部門の内容　　ＤＰＥショップの経営

② 直営事業部門の平成 19 年３月期（中間）における経営成績

直営事業部門（a） 当社実績（b） 比率（a／b）

売上高      　   2,351百万円       6,656百万円 35.3％

　　 ③  譲渡資産、負債の項目及び金額（平成 18 年 12 月 31 日現在）

　　　　　　　資　　　産 　　　　　　　負　　　債

　　項目 　　　帳簿価額 　　項目 　　　帳簿価額

　流動資産 　　　　　　789百万円 　流動負債 　　　　873百万円

　固定資産 　　　　　　483百万円 　固定負債

　合　　計 　　　　　1,272百万円 　合　　計 　　　　873百万円

　（１０）分割後の当社の状況

　①商号 株式会社プラザクリエイト

　②事業内容 ＤＰＥショップのフランチャイズ事業

　③本店所在地 東京都千代田区五番町１番地

　④代表者 代表取締役社長　大島康広

　⑤資本金 1,017百万円

　⑥総資産 未確定

　⑦決算期 3月31日

　

　（１１）業績に与える影響

個別業績に与える影響は、当社直営事業部門の売上高で 35％程度の減収となりま

すが、承継会社に対する商品販売が新たに発生することから 25％程度の減収が見

込まれます。また、承継会社は当社 100％連結子会社であり、連結業績に与える影

響は軽微であります。
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３． 株式会社５５ステーションと株式会社パレットプラザの吸収合併について

（１） 合併日程

合併契約承認取締役会 平成 19 年 2月 19 日（両社）

合併契約締結 平成 19 年 2月 19 日

合併契約承認株主総会 平成 19 年 3月 20 日（両社）

合併期日（効力発生日） 平成 19 年 4月 1 日

合併登記日 平成 19 年 4月 2 日

（２） 合併方式

株式会社５５ステーションを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社パレットプ

ラザは解散いたします。

（３） 合併比率

両社ともに当社 100％子会社の合併であるため、株式の発行はいたしません。

（４） 合併当事会社の概要（平成 18年９月 30 日現在）

　①商号 株式会社５５ステーション

（合併会社）

株式会社パレットプラザ

（被合併会社）

　②事業内容 ＤＰＥショップの経営 ＤＰＥショップの経営

　③設立年月日 昭和39年１月 平成17年２月

　④本店所在地 東京都千代田区九段南４丁目７

番１３号

東京都千代田区五番町１番地

　⑤代表者 代表取締役社長　大島康広 代表取締役社長 今村文哉

　⑥資本金 50百万円 10百万円

　⑦発行済株式総数 1,000株 200株

　⑧純資産 1,096百万円 △16百万円

　⑨総資産 3,804百万円 147百万円

　⑩決算期 ２月28日 ３月31日

　⑪従業員数 196名 ０名

　⑫主要取引先 ㈱プラザクリエイト ㈱プラザクリエイト

　⑬大株主及び

　　持分比率
㈱プラザクリエイト  100% ㈱プラザクリエイト  100%

　⑭主要取引銀行 ㈱みずほ銀行

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

㈱みずほ銀行

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

資本関係 資本関係はありません。

人的関係 取締役１名、監査役１名が兼務

しております。

　⑮当事会社の関係

取引関係 取引関係はありません。
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　⑯最近３決算期間の業績

株式会社５５ステーション

（合併会社）

株式会社パレットプラザ

（被合併会社）

決算期 平成16年

２月期

平成17年

２月期

平成18年

２月期

－ 平成17年

３月期

平成18年

３月期

売上高 (百万円) 24,032 19,944 15,565 － 23 322

営業利益

     (百万円)
△427 △634 1,163 － △26 7

経常利益

(百万円)
△390 △593 1,236 － △28 0

当期純利益

      (百万円)
△1,407 △2,059 △7,053 － △28 0

１株当たり

当期純利益（円）
△240.07 △351.30 △1,203.04 － △140,329.97 1,476.52

１株当たり

年間配当金（円）
－ － － － － －

１株当たり

純資産  　（円）
258.83 △92.46 △1,289.77 － △90,329.97 △88,853.45

（５） 合併後の状況

　①商号 株式会社プラザクリエイトイメージング（仮称）

　②事業内容 ＤＰＥショップの経営

　③本店所在地 東京都千代田区九段南４丁目７番１３号

　④代表者 代表取締役社長　大島康広

　⑤資本金 50百万円

　⑥総資産 未確定

　⑦決算期 3月31日

（注）株式会社５５ステーションの平成 19 年 3 月 20 日開催予定の分割及び合併契約承

認株主総会において、商号については合併期日に、決算期については 2 月末日か

ら 3月 31 日にそれぞれ変更する予定であります。

　（６）業績に与える影響

本件合併は、当社 100％連結子会社の合併であるため、連結及び個別業績に与える影

響は軽微であります。

４． 吸収分割、合併後の連結子会社「株式会社５５ステーション」商号変更について

（１） 当該子会社の商号等

① 商号　　　 株式会社５５ステーション

② 本店所在地　千代田区九段南４丁目７番１３号

③ 代表者名 大島康広

（２） 新商号

株式会社プラザクリエイトイメージング（仮称）

　　（３）新商号実施日

　平成 19 年 4 月 1 日（日）

以上


