
 

 

 

平成 20 年４月 10 日 

各 位 

会 社 名  サ ン ク ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社

代 表 者 名  代表取締役社長 大嶌 秀昭

（ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ  コ ー ド 番 号  7 5 4 8 ）

問 合 せ 先  取締役経営企画室長 山口克己

電 話 ０９５２－３２－６５１１ 

 

 

親会社との吸収合併（略式合併）に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年４月 10 日開催の取締役会において、当社の親会社であるダイレックス株式会

社（以下、「ダイレックス」といいます。）との間で、ダイレックスを存続会社とし、効力発生日を

平成 20 年６月 21 日（予定）とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）についての合併契約

を締結することを決議し、同日合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 なお、当社株式は、本合併の効力発生日に先立ち、ジャスダック証券取引所において上場廃止と

なる予定です。 

 

１．合併の目的 

当社は、当社の代表取締役会長である西直樹氏の実父が設立した有限会社サガカメラを出発点と

して、日用生活品の小売を主体としたディスカウントストア事業への進出を果たし、当社の代表取

締役会長である西直樹氏及び代表取締役副会長である西尾武氏（以下「創業者」と総称します。）の

強力なリーダーシップのもと、九州地区を中心に中国・四国地区へ積極的な出店を行い、平成 20 年

４月 10 日現在、118 店舗を擁するまでに成長いたしました。これまでの成長過程においては、九州

地区を中心とした出店と「日用生活品のナショナルブランドを主体とした低価格政策」を武器とし

て、ドラッグストア等の競合他社との差別化を図ることで商圏を拡大してきました。また、このよ

うな成長過程の中で、当社は、平成９年８月には日本証券業協会に当社株式の株券を店頭売買有価

証券として登録し、平成 16 年 12 月には、株式会社ジャスダック証券取引所に当社株式の株券を上

場いたしました。 

しかしながら、昨今の小売業界におけるグローバル化の進展や消費構造・事業構造の変化などに

よるマクロ環境の変化、具体的には九州地区の人口の減少傾向及び大都市部への人口集中に伴う商

圏人口の縮小並びにドラッグストアを中心とした競合他社の出店攻勢等により、現在はまさに、今

までの緩やかな競合時代から大競争・淘汰の時代への移行の時であり、この傾向は今後も更に激し

さを増すものと考えられます。 

現在まで、当社は、堅実かつ堅調な成長戦略のもとで企業価値の向上に努めて参りましたが、上

述のように大きく変化している市場環境の中で、株主の皆様のみならず顧客及び取引先の皆様から

の要請に応え、かつ今後の中長期的に持続的な成長戦略を達成するためには、創業者が、創業以来

培った人的関係等に大きく依存する経営、並びに取引関係先との友好関係構築に終始する従来の体

質を見直し、今までとは異なる新たな事業体制を構築して、抜本的なビジネスモデルの転換を行う

必要がありました。 

そのため、当社経営陣は、当社が上記の抜本的な改革を実施した上で、中長期的な企業価値の向

上を目指すためには、当社経営陣によるマネジメント・バイ・アウト（ＭＢＯ）（注）による非上場

化が必要であると考え、その一環として行われた当社株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付



 

 

け」といいます。）に賛同の意見を表明し、その結果、ダイレックスは当社発行済株式総数の 89.89％

（議決権割合で 92.19％）を保有する親会社となりました。 

本合併は、経営判断の機動性をより一層高めるため、ダイレックスを存続会社、当社を消滅会社

として行うものであります。 

 

上記のとおり、本合併はダイレックスを存続会社とする吸収合併方式で行われることから、当社

の株式は平成 20 年 4 月 11 日にジャスダック証券取引所の整理ポストに割り当てられ、1 ヶ月後の

5 月 11 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社の株式はジャスダック証券取引所

においては取引できなくなりますので、合併の効力発生日までの間は、相対取引を通じて当社の株

式の売買を行うこととなります（その場合、ジャスダック証券取引所における売買と比較して、売

買が困難になることが予想されます。）。また、上場廃止の前後における当社の株式の売却時及び以

下２．（３）に記載する内容の本合併に際しての金銭の交付時における税務上の取扱いについては、

それぞれ異なることが予想されますので、当該税務上の取扱いについては、株主各位において税務

専門家に相談される等してご確認ください。なお、当社の株主は、会社法第 785 条及び第 786 条の

定めに従い、本合併の効力発生日の 20 日前の日から効力発生日の前日までの間に、当社に対してそ

の有する当社の株式の買取請求を行うことができる権利を有しています。当社の株式の買取価格は、

買取請求を行った当社の株主と当社の協議により決定され、又は、当該協議が調わない場合で当社

若しくは買取請求を行った当社の株主が会社法第 786 条第 2 項の定めに従って裁判所に対して買取

価格の決定の申立てを行う場合には裁判所により決定されます。したがって、買取請求がなされた

場合には、当社の株式の買取価格が本合併の対価と異なる可能性があり得ます。この方法による請

求を行うにあたっては、その必要手続き等に関して株主各位において自らの責任にて確認され、ご

判断いただくことになります。 
 

なお、当社の代表取締役社長である大嶌秀昭と取締役副社長である新穂芳昌は、ダイレックスの取締

役でもあることに鑑み、特別利害関係人として本合併に関する当社及びダイレックスの取締役会決議に

は参加しておりません。 

 

（注）マネジメント・バイ・アウト（ＭＢＯ）とは、一般的に、買収対象企業の経営陣が、対象

企業を買収する取引を指します。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

    合併契約書承認取締役会（両社） 平成 20 年４月 10 日 

    合併契約書締結（両社）   平成 20 年４月 10 日 

整理ポスト割当（当社）  平成 20 年４月 11 日（予定） 

    合併契約書承認株主総会  

     ダイレックス（簡易合併）   会社法第796条第３項の規定により開催いたしません。 

当 社(略式合併)  会社法第784条第１項の規定により開催いたしません。 

（なお、ダイレックスは、会社法第 322 条第 1項及びダイレックス定款に基づく種類株主

総会を、平成 20 年 5 月 16 日に開催予定です。） 

    最終売買日（当社）   平成 20 年５月９日（予定） 

上場廃止日（当社）   平成 20 年５月 11 日（予定） 

株券提供公告（当社）   平成 20 年５月 17 日（予定） 

株券提供期限（当社）   平成 20 年６月 20 日（予定） 

合併効力発生日   平成 20 年６月 21 日（予定） 

    合併登記   平成 20 年６月 23 日（予定） 



 

 

金銭交付開始日  平成 20 年 8 月 29 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及び会社法第 784 条第１項に定め

る略式合併に該当するため、ダイレックス及び当社それぞれの株主総会の承認を得ず

に行うものであります。但し、ダイレックスは種類株式発行会社であることから、会

社法第 322 条第 1 項及びダイレックス定款に基づき、ダイレックスの普通株主及び A

種乃至 E 種の各種類株主によるそれぞれの種類株式総会の承認を得た上で（会社法第

325 条において準用する会社法第 319 条に基づき決議があったとみなされる場合を含

みます。）、本合併を行います。 

 

（２）合併方式 

ダイレックスを存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併方式とし、当社は解散いたします。 

当社の株式はこれに伴い、平成 20 年 4 月 11 日に整理ポストに割当られ、平成 20 年５月 11

日をもってジャスダック証券取引所の上場を廃止し、当社は、平成 20 年６月 21 日の本合併の

効力発生日をもって解散する予定です。 

 

（３）合併対価等 

 

 ダイレックスは、平成 20 年４月 10 日付で締結した合併契約に従い、本合併の効力発生日の

前日である平成 20 年６月 20 日の最終の当社の株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に記載

された当社株主（実質株主名簿を含みますが、ダイレックス及び当社を除きます。）に対し、

その所有する当社の普通株式１株につき 850 円の割合で金銭を交付いたします。 

 

（注）各社の資産状態、経営状況に重大な変動が生じたとき、またはその他本吸収合併の

実行に重大な支障となる事態が生じたときは、両社協議の上、吸収合併条件の変更等を行

うことがあります。 

 

本合併は金銭を対価としており、吸収合併に際して株式の交付は行われません。 

 

（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）合併に際して交付される金銭の額の算定根拠等 

① 算定の基礎 

 本公開買付けにおいてダイレックスが当社株式の全てを取得できなかったときは、ダイ

レックスは、取得できなかった当社株式を保有する株主の皆様に対し、かかる当社株式に

代えて金銭を交付することで、当社株式の全てを取得する可能性がある旨お伝えしており

ました。この度、両社は、本公開買付けの応募結果及びその他状況を慎重に検討した結果、

予定通り金銭を対価とする本合併を実施することで合意いたしました。 

 本公開買付けの結果、ダイレックスは、当社発行済株式総数の 89.89％（議決権割合で

92.19％）を保有するにいたったことから、両社は、本公開買付けの買付価格の算定を行っ

た時点以降において当社の財産状態、経営状況に重大な影響を及ぼす事象が生じていない

ことを確認の上、当社の市場株価動向も勘案し、本公開買付け及び本合併における当社の

株主間の公平性等を考慮し、本合併において交付される金銭の額を、当社の普通株式１株

につき 850 円とすることで合意いたしました。 

 なお、本公開買付けにおける買付価格の算定根拠等については、平成 19 年９月 25 日付



 

 

のダイレックスによる開示資料「サンクスジャパン株式会社株式に対する公開買付けの開

始に関するお知らせ」及び同日付の当社による開示資料「当社株式に対する公開買付けに

関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。 

 

② 算定の経緯 

 本合併において交付される金銭の額を決定するにあたり、算定機関の意見は聴取してお

りません。 

 

③ 算定機関との関係 

 該当事項はありません。 

 

３．合併当事会社の概要（平成 20 年２月 20 日現在） 

商号 
ダイレックス株式会社 

（存続会社） 

サンクスジャパン株式会社 

（消滅会社） 

事業内容 
当社株式等の取得及び所有等 日用雑貨、衣料品、食料品、家電製品、

薬品、酒類等の販売 

設立年月日 平成 19 年７月９日 昭和 63 年２月 25 日 

本店所在地 
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930 番

地 

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930 番

地 

代表者の役職・氏

名 

代表取締役社長 

大嶌 秀昭 

代表取締役社長 

大嶌 秀昭 

資本金  3,369,450 千円  1,966,467 千円 

発行済株式総数 

  普通株式 1,490 株 

  Ａ種種類株式 216,500 株 

  Ｂ種種類株式 216,500 株 

  Ｃ種種類株式 216,500 株 

  Ｄ種種類株式 500 株 

  Ｅ種種類株式 21,400 株 

  10,832,187 株 

純資産   －百万円   11,034 百万円 

総資産   －百万円   27,880 百万円 

決算期 ２月 20 日 ２月 20 日 

従業員数   －名   534 名 

主要取引先 

－ 株式会社あらた、花王カスタマーマー

ケティング株式会社、株式会社森光商

店 

大嶌 秀昭 50％ 西 直樹 19.1％

西尾 武 5.5％

株式会社佐賀銀行 4.1％

日本マスタートラ

スト信託銀行株式

会社信託口  

3.4％

大株主及び 

持株比率 

（平成 19 年８月

20 日現在）（注） 

新穂 芳昌 50％

サンクスジャパン

取引先持株会 

2.9％



 

 

ビービーエイチフ

ォーフィディリテ

ィーロープライス

ストックファンド

常任代理人 株式

会社三菱東京 UFJ

銀行 

2.2％

サンクスジャパン

従業員持株会 

2.0％

丸紅食料株式会社 1.6％

杉     繁 1.6％

  

 

三菱 UFJ 信託銀行

株式会社常任代理

人 日本マスター

トラスト信託銀行

株式会社 

1.5％

主要取引銀行 
（株）三井住友銀行 

（株）佐賀銀行 

（株）佐賀銀行 

三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 

（株）三井住友銀行 

資本関係 

ダイレックスは平成 20 年４月 10 日現在、当社の

発行済株式総数の 89.89％（9,736,904 株）（議決

権割合で 92.19％）を所有しております。 

人的関係 

当社の代表取締役社長である大嶌秀昭及び取締

役副社長である新穂芳昌がそれぞれダイレック

スの取締役を兼務しております。 

取引関係 
ダイレックスは運転資金としてインターカンパ

ニーローンを当社に貸付しております。 

当事会社の関係 

関連当事者への該当状況 
ダイレックスは当社の親会社であり、関連当事者

に該当します。 

（注）ダイレックスが平成 19 年９月 26 日から平成 19 年 11 月７日まで実施しておりました当社株

式に対する公開買付けにより、本日現在、当社の発行済株式の総数に占めるダイレックスの持株比

率は、89.89％（議決権割合で 92.19％）となっております。 

また、ダイレックスの本日現在の持株比率の状況は以下のとおりです。 

普通株式：大嶌秀昭 40.07％、新穂芳昌 27.05％ 

A 種乃至 D種種類株式：リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド投資事業有限責任組合 100％ 

E 種種類株式: 西直樹 93.46％、杉繁 6.54％ 

 

４．最近３決算期間の業績 

 サンクスジャパン株式会社 

（消滅会社） 

決算期 平成 18 年

２月期 

平成 19 年 

２月期 

平成 20 年

２月期 

売上高 77,248 80,894 86,284



 

 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 
1,294 1,225 1,370

経常利益 

（百万円） 
1,425 1,338 1,620

当期純利益 

（百万円） 
564 710 841

１株あたり 

当期純利益 
49.19 円 66.08 円 79.47 円

１株あたり 

年間配当金 
13 円 13 円 13 円

１株あたり 

純資産 
939.75 円 979.09 円 

1044.12

円

（注）ダイレックスは平成 19 年７月９日に設立しており、現時点で確定した決算資料を作成してお

りません。 

５．合併後の状況 

① 商号   ダイレックス株式会社 

② 事業内容   日用雑貨、衣料品、食料品、家電製品、薬品、酒類等の販売 

③ 本店所在地  佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930 番地 

④ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大嶌 秀昭 

⑤ 資本金の額  3,369,450 千円 

⑥ 純資産   現時点では確定しておりません。 

⑦ 総資産   現時点では確定しておりません。 

⑧ 事業年度の末日  ２月 20 日 

⑨ 合併による業績への影響の見通し 業績に与える影響については、現在精査中です。 

 

以 上 


