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平成 19 年12 月 14 日 

各      位 

会 社 名 静岡スバル自動車株式会社 
代 表 者 名 取 締 役 社 長  小 野 田  敦 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７３） 

問合せ先 
役職・氏名 執行役員総務部長 石田 進一 
電   話 （０５４）３４５－２１３１ 

 

子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会におきまして、当社の 100%子会社である静岡スバル物流株式会社を吸収合併

することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 
１．合併の目的 

  静岡スバル物流株式会社は、平成 8 年12 月に、車両および部品の配送業務ならびに新車納入整備業務を

集中することによる効率化を目的に、当社 100%出資により分社化したものであります。 

  当時と比較し、当社の新車販売台数減に比例して、同社の新車納入整備業務量が漸減傾向にある一方で、

当社の整備部門におきましては、車検および点検の整備台数を年々伸ばしております。 

そこで、今回、静岡スバル物流株式会社を吸収合併し、経営資源の集約化、特に、業務の繁閑に合わせ

機動的に人員配備するなど人的資源の有効活用を図り、収益力強化を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

 

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12 月 14 日 

 合併契約締結  平成 19 年12 月 14 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 20 年 2 月1 日（予定） 

 合併登記   平成 20 年 2 月1 日（予定） 

    （注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併ならびに同法第 784 条第 1 項に定める略

式合併の規定により、当社および静岡スバル物流株式会社において合併契約書に関する株主

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で、静岡スバル物流株式会社は解散いたします。 

 

  (3) 合併比率ならびに合併交付金 

 静岡スバル物流株式会社は当社の100%子会社であるため、本合併による新株式の発行および資 

 本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。 
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  (4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

 静岡スバル物流株式会社は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

  (5) 会計処理の概要 

「企業結合会計に係る会計基準」（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成 15 年 10 月31日））および「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」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 18 年 12 月 22 日）に基づき、共通支配下の取引として

会計処理を行います。 

 

３．合併当事会社の概要（平成19 年 9 月30 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 商号 静岡スバル自動車株式会社 静岡スバル物流株式会社

（合併会社） （被合併会社）

(2) 事業内容 スバル・ポルシェの新車、中古車、 スバル車の新車納入整備

部品・用品の販売 車両運搬事業

車両修理、車検・法定点検整備

(3) 設立年月日 昭和34年3月24日 平成8年12月11日

(4) 本店所在地 静岡県静岡市清水区長崎南町1番38号 静岡県静岡市清水区長崎南町1番38号

(5) 代表者 取締役社長　　小野田　敦 取締役社長　　松本　博

(6) 資本金の額 961百万円 20百万円

(7) 発行済株式総数 6,100,000株 400株

(8) 純資産 4,383百万円 47百万円

(9) 総資産 6,072百万円 68百万円

(10) 事業年度の末日 3月31日 3月31日

(11) 従業員数 298名 18名

(12) 主要取引先 （販売先）一般ユーザー （販売先）静岡スバル自動車株式会社

（仕入先）富士重工業株式会社

（仕入先）ポルシェジャパン株式会社

(13) 大株主および 靜甲株式会社 50.03% 静岡スバル自動車株式会社 100.00%

持株比率 鈴与株式会社 22.72%

(14) 主要取引銀行 株式会社　清水銀行 株式会社　清水銀行

株式会社　静岡銀行 株式会社　静岡銀行

(15) 当事会社の関係 資本関係 当社は被合併会社の発行済株式の100%を保有しております。

人的関係 当社の役員2名および従業員1名が被合併会社の役員を兼務しており

ます。

取引関係 経常的な仕入および販売取引があります。

(16) 最近3決算期間の業績　（単位：百万円）

決算期 平成17年 平成18年 平成19年 平成17年 平成18年 平成19年

3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期

売上高 15,283 14,374 12,807 247 228 205

営業利益 313 198 95 21 14 3

経常利益 326 231 125 22 15 3

当期純利益 197 135 54 14 10 1

1株当たり当期純利益 31円45銭 21円34銭 9円04銭

1株当たり配当金 16円 16円 12円 12,500円 12,500円 2,500円

1株当たり純資産 733円58銭 742円65銭 735円47銭 125,371円31銭

32,867円27銭 23,053円41銭 4,630円73銭

135,924円73銭 128,055円46銭
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４．合併後の状況 

  (1) 商号   静岡スバル自動車株式会社 

  (2) 主な事業内容  スバル・ポルシェの新車、中古車、部品・用品の販売 

    車両修理、車検・法定点検整備 

  (3) 本店所在地  静岡県静岡市清水区長崎南町 1 番38 号 

  (4) 代表者   小野田 敦 

  (5) 資本金の額  961 百万円（合併による資本金の増加はありません。） 

  (6) 総資産   本合併による総資産への影響は軽微であります。 

  (7) 事業年度の末日  3 月 31 日 

 

 

５．今後の見通し 

本合併による事業の効率化、生産性の向上が見込まれますが、本合併が事業に与える影響は軽微であり、

既に公表している業績の見通しに変更はありません。 

 

 

 

 

 

以  上 

 


