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平成20年5月23日 

各  位 
     

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 石  塚  三  郎 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号  7571 ） 

問い合わせ先 
取締役常務執行役員 

財務本部長    金 木 俊 明 

電 話 番 号 ０３－３３７６－７８７８ 
 

 

 

当社子会社による会社分割及び連結子会社による吸収合併に関するお知らせ  
 

 平成20年5月23日開催の当社及び当社の連結子会社株式会社ヤマノリテーリングス(以下「分

割会社」という。) の各取締役会において、下記のとおり会社分割によって訪問販売及び催事販

売事業を、平成20年7月1日付設立予定の新設会社である株式会社ヤマノプラザ（以下「新設会

社」という）に承継し、併せて新設会社を存続会社として株式会社ヤマノショッピングプラザ及

び株式会社ヤマノ1909プラザを吸収合併することを決議いたしました。 

 

記 

 

Ⅰ．会社分割及び吸収合併を行う目的 

   当社は、平成20年3月期中間決算において、多額の損失を計上したことを踏まえ、安定的・ 

継続的に利益を計上できる企業体へと脱皮すべく、現在、抜本的な構造改革に取組んでおりま

す。特に有利子負債の圧縮は急務であり、本日「株式会社ヤマノホールディングス グループ

再建計画」において公表したとおり和装事業・訪問販売事業・金融事業及び堀田丸正グループ

を「コア事業」と定義いたしました。 

また、訪問販売事業をコア事業とした理由として、過量販売問題やクレジット販売に対する

規制の厳格化等で厳しい経営環境でありますが、当社の前身であるかねもり株式会社は訪問販

売事業を展開しており、現在でも安定的に商品をご購入いただいているお客様等を有している

ことから、売上が比較的安定していることもありコスト削減を図ることにより改善の余地があ

ると判断した為であります。 

分割会社は、和装品、宝飾品、洋装品、健康関連商品等の店舗販売と訪問販売及び催事販売

を行っております。今回の訪問販売事業の再編を行うにあたり、商品企画及び営業管理の本部

機能が最も充実している分割会社の本部機能の一部を新設会社に承継いたします。また、訪問

販売を展開している分割会社の子会社2社を吸収合併することにより、商品企画、物流機能及

び営業管理機能の本部機能を新設会社にて統一管理することにより、安定的なキャッシュフロ

ーの創出やコスト削減を目的としております。更に分割後の分割会社は店舗販売に専念するこ

とにより、市場のニーズに敏感に対応でき、効率の良い営業活動が推進されると考えておりま

す。 
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Ⅱ．会社分割 

１．会社分割の要旨 

 (1)分割の日程 

分割契約承認取締役会   平成20年5月23日(㈱ﾔﾏﾉﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ･㈱ﾔﾏﾉﾘﾃｰﾘﾝｸﾞｽ) 

分割契約承認株主総会   平成20年5月28日(㈱ﾔﾏﾉﾘﾃｰﾘﾝｸﾞｽ) 

分割の効力発生日     平成20年7月1日(予定) 

分割及び新会社設立登記日 平成20年7月1日(予定) 

株券交付日   平成20年7月1日(予定) 

 

 (2)分割方式 

   対象会社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割方式であります。 

 

 (3)割当株式数 

   新設会社が分割に際して新たに発行する普通株式は2,000株で、全株式を対象会社に割り当 

てます。 

また、対象会社は、株式会社ヤマノホールディングスに対し、本分割に際し交付された全て

の普通株式2,000株をもって、剰余金の配当を行います。 

 

(4)分割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)新設会社が承継する権利義務 

   新設会社は、分割の効力発生日おいて別途分割計画書に定める対象会社の訪問販売事業部門

に属する資産、負債並びに契約上の地位に基づく権利義務を承継いたします。 

 

  (6)債務履行の見込み 

   本分割において、対象会社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の確実性に問題

はないものと判断しております。 

 

(7)分割により減少する資本金の額 

  本分割にあたり、資本金の額の減少はありません。 

 

(8)会計処理の概要 

   企業結合会計上の共通支配下における取引に該当し、のれんは発生いたしません。 
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２．分割当事会社の概要 

(1)商号 ㈱ヤマノリテーリングス  

(分割会社) 

㈱ヤマノプラザ 

(新設会社)(承継会社) 

(2)主な事業内容 和装品、宝飾品、洋装品等の店

舗販売 

和装品、宝飾品、健康関連商品等

の訪問販売及び催事販売 

(3)設立年月日 平成13年10月1日 平成20年7月1日(予定) 

(4)本店所在地 東京都渋谷区代々木1-30-7 東京都渋谷区代々木1-30-7 

(5)代表者 代表取締役社長 山野義友 代表取締役社長 石塚三郎 

(6)資本金の額 100百万円 100百万円（予定） 

(7)発行済株式総数 2,000株 2,000株（予定） 

(8)純資産 568百万円 100百万円（予定） 

(9)総資産 2,280百万円 595百万円（予定） 

(10)事業年度の末日 3月31日 3月31日 

(11)従業員数 220名(嘱託パート社員246名) 未定 

(12)大株主及び持株

比率 

当社100％ 当社100％ 

(13)主要取引先 京和㈱、堀田丸正㈱、㈱ｻﾝﾕｳ ― 

(14)主要取引銀行 三井住友銀行、りそな銀行、 

みなと銀行、北陸銀行 

― 

(15)当事会社の関係 資本、人的及び取引関係に該当事項はありません。 

 (注)㈱ヤマノリテーリングスは平成20年3月31日現在、㈱ヤマノプラザは平成20年7月1日

設立予定時の資料となります。 

 

(16) 対象会社における最近３決算期間の業績   (単位：百万円) 

 株式会社ヤマノリテーリングス（対象会社） 

事業年度の末日 18年3月期 19年3月期 20年3月期 

売上高  8,244 6,821 6,345 

営業利益 △114 △254 △102 

経常利益 174 △195 10 

当期純利益 50 275 △176 

1株当たり当期純利益(円) 25,228 137,869 △88,201 

1株 当 た り 配 当 金 (円 ) 10,000 10,000 ― 

1株当 た り 純 資 産 (円 ) 257,196 382,681 284,126 

 

３．分割する事業部門の内容 

  (1)訪問販売事業部門の内容 

   訪問販売事業部門は、和装品、宝飾品、洋装品、健康関連商品等の訪問販売及び催事販売を 

行っております。 
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 (2)分割する部門の経営成績（平成20年3月期実績） 

 訪問販売事業部門(A) 分割会社(B) 比率(A/B) 

売上高 1,676百万円 6,345百万円 26.4％ 

売上総利益 949百万円 3,781百万円 25.1％ 

営業利益 6百万円 △102百万円 ―％ 

経常利益 12百万円 10百万円 118.1％ 

 

 (3)承継させる資産、負債の項目及び金額（平成20年3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 332百万円 流動負債 471百万円 

固定資産 263百万円 固定負債 45百万円 

合 計 595百万円 合 計 517百万円 

 

４．新設分割会社の状況 

  Ⅱ－２（分割当事会社の概要）をご参照下さい。 

 

５．会社分割後の分割会社の概要 
(1)商号 ㈱ヤマノリテーリングス  

(分割会社) 

(2)主な事業内容 和装品、宝飾品、洋装品等の店舗販売 

(3)設立年月日 平成13年10月1日 

(4)本店所在地 東京都渋谷区代々木1-30-7 

(5)代表者 代表取締役社長 山野義友 

(6)資本金の額 100百万円 

(7)発行済株式総数 2,000株 

(8)純資産 468百万円（予定） 

(9)総資産 1,685百万円（予定） 

(10)事業年度の末日 3月31日 

(11)従業員数 未定 

(12)大株主及び持株比率 当社100％ 

(13)主要取引先 京和㈱、堀田丸正㈱ 

(14)主要取引銀行 三井住友銀行、りそな銀行、 

みなと銀行、北陸銀行 
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Ⅲ．合併 

１．合併の内容     

(1) 合併の日程 
合併契約承認取締役会  平成20年8月26日 (合併会社、被合併会社) 

合併契約締結   平成20年8月26日 (予定) 

合併契約承認株主総会  平成20年8月26日 (合併会社、被合併会社) 

合併期日(効力発生日)  平成20年10月1日  (予定) 

合併登記    平成20年10月2日   (予定) 

株券交付日   平成20年10月2日   (予定) 

 

(2) 合併方式 
株式会社ヤマノプラザを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ヤマノショッピングプラ

ザ及び株式会社ヤマノ1909プラザは解散いたします。 

 

(3) 合併比率  
当社の完全子会社同士の合併であることから、合併比率の取り決めはありません。 

 

 (4) 被合併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。 

 

２．合併当事会社の概要 (平成20年3月31日現在) 

(1) 商号 ㈱ヤマノプラザ 

(新設会社)(存続会社) 

㈱ヤマノショッピング 

プラザ(被合併会社) 

 ㈱ヤマノ1909プラザ 

(被合併会社) 

(2) 主な事業内容 和装品、宝飾品、洋装

品、健康関連商品等の

訪問販売 

和装品、宝飾品、洋装

品、健康関連商品等の

訪問販売 

和装品、宝飾品、洋装

品、健康関連商品等の

訪問販売 

(3) 設立年月日 平成20年7月1日 

(予定) 

平成17年4月1日 平成18年10月17日 

(4) 本店所在地 

 

東京都渋谷区代々木

1-30-7 

東京都渋谷区代々木

1-30-7 

東京都渋谷区代々木

1-30-7 

(5) 代表者 代表取締役社長  

石塚三郎 

代表取締役社長  

三輪資郎 

代表取締役社長  

勝田清一 

(6) 資本金の額 100百万円 75百万円 9百万円 

(7) 発行済株式総数 2,000株 1,500株 180株 

(8) 純資産 100百万円（予定） △215百万円 △167百万円 

(9) 総資産 595百万円（予定） 411百万円 815百万円 

(10) 事業年度の末日 3月31日 2月末日 3月31日 

(11) 従業員数 未定 70名 

(嘱託パート社員9名) 

176名 

(嘱託等社員283名) 

(12) 大株主及び持株

比率 

当社100％(予定) ㈱ヤマノリテーリン

グス100％ 

㈱ヤマノリテーリン

グス100％ 

(13) 主要取引先 ― ㈱ｱｲｱｲ、ﾂｶﾓﾄ㈱ 東京貴宝㈱、ﾌﾞﾗｻﾞｰ販

売㈱ 

(14) 主要取引銀行 ― 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

(15) 当事会社の関係 資本、人的及び取引関係に該当事項はありません。 

 (注) ㈱ヤマノプラザは平成20年7月1日設立予定時の資料となります。 
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(16) 最近３決算期間の業績                       (単位：百万円) 

 ㈱ヤマノプラザ ㈱ヤマノショッピングプラザ ㈱ヤマノ1909プラザ 

事業年度の

末日 

 18年3

月期 

 19年3

月期 

20年3

月期 

 18年2

月期 

 19年2

月期 

20年2

月期 

 18年3

月期 

 19年3

月期 

20年3

月期 

売上高  ― ― ― 2,416 2,169 1,830 ― 1,164 4,023 

営業利益 ― ― ― △8 △143 △105 ― △62 △316 

経常利益 ― ― ― 21 △118 △99 ― 22 △114 

当期純利益 ― ― ― 9 △167 △137 ― △2 △173 

 (注)㈱ヤマノプラザは、㈱ヤマノリテーリングスの訪問販売事業等を承継する新設会社でありま

す。また、㈱ヤマノ1909プラザは、平成18年10月設立のため平成19年3月期は、６ヶ月

決算となっております。 

 

３．合併後の存続会社の状況 

(1) 商号 株式会社 ヤマノプラザ 

(2) 主な事業内容 和装品、宝飾品、洋装品、健康関連商品等の販売 

(3) 本店所在地 東京都渋谷区代々木1-30-7 

(4) 代表者 代表取締役社長 石塚三郎 

(5) 資本金の額 100百万円 

(6) 事業年度の末日 3月31日 

 

Ⅳ．会社分割及び合併後における今後の業績に与える影響 

当社の連結・個別業績に与える影響は軽微であります。しかしながら、会社分割及び本合併は

中長期的に経営効率の改善による当社業績の向上に資するものと見込んでおります。 

以 上 


