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連結子会社との合併に関するお知らせ 
 

当社は、平成19 年７月20 日開催の取締役会において、平成 19 年９月１日を期して、当

社の連結子会社である株式会社クリスタルアースを吸収合併することを決議し、本日合併

契約書に調印いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．合併の目的 

株式会社クリスタルアースは、当社の 100%子会社として主に不動産事業を行ってまい

りました。 

今般、人的及び資金面での経営資源の一元化により事業の効率化を図るため同社と合

併を行うことといたしました。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

    合併契約承認取締役会    平成 19 年７月20 日 

    合併契約締結        平成 19 年７月20 日 

    合併契約承認株主総会    開催いたしません（注） 

    合併期日（効力発生日）   平成 19 年９月1 日 

    合併登記予定日       平成 19 年９月上旬 

（注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併及び同法第 784 条第 1 項

に定める略式合併の規定により、当社及び株式会社クリスタルアースにおいて

合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。 

（２）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796 条第 3 項に定める簡易合併及

び同法第784 条第 1 項に定める略式合併）とし、株式会社クリスタルアースは解散

いたします。 

（３）合併比率 

当社は、株式会社クリスタルアースの全株式を所有しておりますので、合併によ

る新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払はありません。 



（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

（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します。 

 

３．合併当事会社の概要 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

（１）商号 
ＳＴＥＩＬＡＲ Ｃ．Ｋ．Ｍ 

株式会社（合併会社） 

株式会社クリスタルアース 

（被合併会社） 

（２）主な事業内容 通信販売事業 不動産事業 

（３）設立年月日 昭和 55 年 10 月 16 日 平成６年５月 16 日 

（４）本店所在地 
東京都新宿区西新宿一丁目26番

２号 

東京都北区昭和町三丁目９番４

号 

（５）代表者 代表取締役  橋本 勝司 代表取締役  濱 壽道 

（６）資本金の額 368,850 千円 64,400 千円 

（７）発行済株式総数 5,124,000 株 1,288 株 

（８）純資産 796,242 千円 147,639 千円 

（９）総資産 4,071,420 千円 1,131,748 千円 

（１０）事業年度の末日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（１１）従業員数 128 名 ３名 

（１２）主要取引先 ㈱ジェーシービー 

三井住友カード㈱ 

シティーコープダイナースクラ

ブジャパン㈱ 

三菱ＵＦＪニコス㈱ 

不動産売買先等 

（１３）大株主及び持株比率 
有限会社クフ（27.32％） 

橋本 勝司（14.42％） 

STEILAR C.K.M 株式会社（100％） 

（１４）主要取引銀行 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 

（株）みずほ銀行 

（株）三井住友銀行 

（株）りそな銀行 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 

（株）みずほ銀行 

資本関係 被合併会社は合併会社の 100％子会社であります。 

人的関係 
合併会社の取締役４名及び監査役１名が被合併会社

の取締役及び監査役を兼務しております。 

（１５）当事会社間の関係等 

取引関係 

合併会社から被合併会社に対し商品の卸売を行って

おります。 

合併会社から被合併会社に対し資金の貸付を行って

おります。 

合併会社は被合併会社の銀行借入の債務保証を行っ

ております。 



 

（１６）最近３決算期間の業績 

（単位：千円） 

 STEILAR C.K.M 株式会社（合併会社） 株式会社クリスタルアース（被合併会社） 

決算期 17 年３月期 18 年３月期 19 年３月期 17 年３月期 18 年３月期 19 年３月期 

売上高 6,689,637 6,575,726 6,367,618 540,678 1,332,895 755,485 

営業利益 170,315 130,652 △226,836 20,093 192,055 55,388 

経常利益 178,779 144,118 △172,703 11,686 138,492 14,762 

当期純利益 132,455 95,644 △366,342 10,496 68,296 7,273 

１株当たり当

期純利益（円） 
27.70 20.79 △80.58 8,149.12 53,025.44 5,647.44 

１ 株 当 た り 

配当金（円） 
13.50 13.00 6.50 － 27,000.00 － 

１ 株 当 た り 

純資産（円） 
275.03 281.64 177.78 82,954.41 135,979.85 114,627.29 

 

４．合併後の状況 

（１） 商号       ＳＴＥＩＬＡＲ Ｃ．Ｋ．Ｍ株式会社 

（２） 主な事業内容   通信販売事業及び不動産事業 

（３） 本店所在地    東京都新宿区西新宿一丁目26 番２号 

（４） 代表者      代表取締役  橋本 勝司 

（５） 資本金の額    368,850 千円 

（６） 総資産の額    4,448,523 千円（見込み） 

（注）上記、総資産の額は合併・被合併会社間の債権債務

の合併時点における見込み額 690,245 千円を控除の

上、算出しております。 

（７） 事業年度の末日  ３月 31 日 

（８） 業績に与える影響 株式会社クリスタルアースは、連結子会社（100％）であ

るため、今回の吸収合併による連結業績への影響は軽微で

あります。なお、株式会社クリスタルアースの子会社

（100％）であるライフステージ株式会社につきましては、

本件合併に伴い当社が全ての株式を所有することとなり

ますが、すでに連結対象となっているため、連結業績への

影響はありません。 

 

以上 

 


