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平成 20 年８月６日 

各      位 

東京都台東区駒形二丁目４番５号 

株式会社ハピネット 

コード番号 7552 東証第１部 

代 表 者 代表取締役 

 苗手 一彦 

問合せ先 取締役最高財務責任者 

 浅津 英男 

（ TEL 03 – 3847 – 0521 ） 

 
 

アミューズメント事業のグループ再編に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 20 年６月 16 日付で公表させて頂きました、当社グループのアミューズメント事業の再編

について、具体的な統合方法等が決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 
記 

 

 

１． 組織再編の目的 

当社グループのアミューズメント事業は、平成 19 年 11 月に同事業を行っている株式会社サン

リンクおよび株式会社アップルの株式を取得し子会社化したことにより、今までの玩具事業、映

像関連事業、ビデオゲーム事業という３本柱の事業に加え、当社グループの第４の事業の柱とし

て、更なる当社グループの成長発展、経営基盤の強化・拡充を図っております。 

今回のグループ再編は、グループの企業価値の最大化を目的として、各取引先様とのより強固

な関係の構築、数多くのメーカー様との取引拡大により、市場に密着したサービスの提供、組織

の効率化による生産性の向上など、継続的な利益創出と更なる成長戦略の実現を目指してまいり

ます。 

 

２．組織再編の概要 

①平成 20 年８月６日付で、株式会社サンリンクおよび株式会社アップルの少数株主から株式を

買取り、両社を 100％子会社といたします。 

②株式会社アップルおよび株式会社サンリンク九州のアミューズメント事業を会社分割（吸収

分割）により、株式会社サンリンクに承継いたします。 

③当社のアミューズメント事業および株式会社ハピネット・エーエムサービスのアミューズメ

ント事業を株式会社サンリンクに事業を移管いたします。 

④株式会社サンリンクの社名を株式会社ハピネット・ベンディングサービスに商号を変更いた

します。 
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３．組織再編スケジュール(予定) 

平成 20 年８月 ６日 

平成 20 年８月 20 日 

 

平成 20 年９月 17 日 

平成 20 年 10 月１日 

平成 20 年 10 月１日 

 

平成 20 年 10 月１日 

㈱サンリンクおよび㈱アップルの少数株主から株式取得 

分割決議取締役会（㈱サンリンク、㈱アップル、㈱サンリンク九州） 

分割契約締結日（㈱サンリンク、㈱アップル、㈱サンリンク九州） 

分割決議株主総会（㈱サンリンク、㈱アップル、㈱サンリンク九州） 

分割効力発生日 

㈱ハピネットおよび㈱ハピネット・エーエムサービスのアミューズメント

事業を㈱サンリンクに事業を移管 

㈱サンリンクを㈱ハピネット・ベンディングサービスへ商号変更 

 

４．株式取得の要旨 

 （1）株式取得する子会社の概要 

   ①株式会社サンリンク 

   （a）代  表  者       代表取締役社長 横田 久旨 

   （b）所  在  地       東京都文京区白山二丁目 38 番 14 号 

   （c）主な事業の内容       アミューズメント事業 

   （d）発行済株式総数       880,000 株 

   （e）大株主構成および所有割合  株式会社ハピネット  586,000 株（議決権割合 66.6％） 

                    株式会社バンダイ   294,000 株（議決権割合 33.4％） 

 

   ②株式会社アップル 

   （a）代  表  者       代表取締役社長 佐藤 好明 

   （b）所  在  地       東京都狛江市西野川二丁目 38 番７号 

   （c）主な事業の内容       アミューズメント事業 

   （d）発行済株式総数       100,000 株（自己株式 5,609 株含む） 

   （e）大株主構成および所有割合  株式会社ハピネット  60,991 株（議決権割合 64.6％） 

                    株式会社バンダイ   33,400 株（議決権割合 35.4％） 

 

 （2）株式の取得先 

   ①商     号         株式会社バンダイ 

   ②代  表  者         代表取締役社長 上野 和典 

   ③本 店 所 在 地         東京都台東区駒形一丁目４番８号 

   ④主な事業の内容         玩具、模型、玩具菓子、自動販売機用商品、アパレル、 

                    生活関連用品の製造販売 

   ⑤当社との関係           当社は、㈱バンダイの親会社であります㈱バンダイナムコ 

                    ホールディングスの持分法適用関連会社であります。 

 

 （3）取得前後の所有株式数 

   ①株式会社サンリンク 

   （a）異動前の所有株式数     586,000 株（議決権割合  66.6％） 

   （b）取 得 株 式 数     294,000 株（議決権割合  33.4％） 

   （c）異動後の所有株式数     880,000 株（議決権割合 100.0％） 
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   ②株式会社アップル 

   （a）異動前の所有株式数      60,991 株（議決権割合     64.6％） 

   （b）取 得 株 式 数      33,400 株（議決権割合    35.4％） 

   （c）異動後の所有株式数      94,391 株（議決権割合    100.0％） 

 

 （4）日程 

    平成 20 年８月６日    取締役会決議 

    平成 20 年８月６日    株式取得日 

 

５．会社分割の要旨（予定） 

 （1）分割方式 

    株式会社サンリンクを承継会社とし、株式会社アップルおよび株式会社サンリンク九州を分割

会社とする吸収分割であります。 

 

（2）株式の割当 

    承継会社は、分割会社に対しての株式の割当はございません。 

 

（3）分割による資本金等の増減 

    本分割により、承継会社、分割会社の資本金の額に変更はございません。 

 

 （3）分割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 

    分割会社はいずれも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。 

 

 （4）承継会社が承継する権利義務 

    承継会社は、分割会社の事業にかかわる資産・負債および各種契約などの権利義務を承継いた

します。ただし、分割契約書において別段の定めのあるものは除きます。 

   

 （5）債務履行の見込み 

    分割会社の直近の貸借対照表を基礎に、承継会社に承継させる予定の資産の額および負債の額

を算定して検討したところ、分割会社および承継会社の負担すべき債務の履行に支障を及ぼすよ

うな事態は、現在のところ認識されておらず、本分割後においても両社の負担すべき債務の履行

の見込みがあると判断いたします。 

 

 （6）承継会社の役員体制 

    代表取締役社長   石川 徹郎 

    取締役副社長    佐藤 好明 

    常務取締役     隈元 剛 

    取締役       佐藤 勝美 

    取締役       橋本 信之 
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（7）分割当事会社の概要（平成 20 年８月６日現在） 

①商号 
株式会社サンリンク 

（分割承継会社） 

株式会社アップル 

（分割会社） 

株式会社サンリンク九州 

（分割会社） 

②事業内容 玩具自動販売機の運営等 玩具自動販売機の運営等 玩具自動販売機の運営等 

③本店所在地 
東京都文京区白山二丁目 38

番 14 号 

東京都狛江市西野川二丁目

38 番７号 

福岡県福岡市東区多の津二丁

目４番２号 

④設立年月日 昭和 47 年５月 16 日 昭和 42 年４月４日 昭和 52 年１月 27 日 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 横田 久旨 代表取締役社長 佐藤 好明 代表取締役社長 堀 正明

⑥発行済株式総数 880,000 株 100,000 株 60,000 株

⑦資本金 10 百万円 50 百万円 31 百万円

⑧売上高 
9,395 百万円

（平成 20年２月期）

4,413 百万円
（平成 20年３月期）

1,249 百万円
（平成 20年２月期）

⑨経常利益 
△ 99 百万円

（平成 20年２月期）

172 百万円
（平成 20年３月期）

△ 47 百万円
（平成 20年２月期）

⑩当期純利益 
△ 878 百万円

△ （平成 20 年２月期）

△ 45 百万円
（平成 20年３月期）

△ 124 百万円
（平成 20年２月期）

⑪純資産 
△ 459 百万円

（平成 20 年２月期）

924 百万円
（平成 20 年３月期）

△ 76 百万円
（平成 20 年２月期）

⑫総資産 
2,999 百万円

（平成 20 年２月期）

2,161 百万円
（平成 20 年３月期）

416 百万円
（平成 20 年２月期）

⑬従業員数 
115 名

（平成 20 年２月末日現在）

62 名
（平成 20 年３月末日現在）

30 名
（平成 20 年２月末日現在）

⑭株主構成 ㈱ハピネット 100.0％ ㈱ハピネット 100.0％
㈱サンリンク 

㈱アップル 

95.5％

4.5％

 

６．再編後の会社概要 

（1）商号 株式会社ハピネット・ベンディングサービス 

（2）主たる事業内容 玩具自動販売機の運営およびアミューズメント施設用商品等の販売

（3）本店所在地 東京都台東区駒形二丁目４番５号 

（4）代表者 代表取締役社長 石川 徹郎 

（5）資本金 10 百万円 

（6）決算期 ３月３１日 

（7）従業員数 約 230 名（平成 20 年 10 月１日見込み） 

（8）大株主および持株比率 株式会社ハピネット（100.0％） 

 

７．今後の業績見通し 

今回のグループの組織再編は、当社の連結子会社・孫会社間で行われるものであることから、

組織再編に伴う連結業績への影響は軽微でありますが、中長期的には収益の向上に寄与するもの

と見込んでおります。 
 

以 上 
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＜ご参考＞ 

【グループ再編前】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【統合】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グループ再編後】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
株式会社ハピネット 

 
株式会社ハピネット・ 
ベンディングサービス 

100.0％ 

【事業会社】 

株式会社ハピネット 

株式会社サンリンク 株式会社アップル 株式会社ハピネット 

・エーエムサービス 

株式会社サンリンク九州 

100.0％ 66.6％ 64.6％ 

95.5％ 4.5％ 

【事業会社】 

【事業会社】 

【事業会社】 

株式会社アップル 

株式会社サンリンク九州 

株式会社サンリンク 

①少数株式取得 
①少数株式取得 

②会社分割 

（吸収分割） 

②会社分割 

（吸収分割） 

③事業移管 

④商号変更 

③事業移管（アミューズメント事業） 

株式会社ハピネット 

・エーエムサービス 

 
株式会社ハピネット・ベンディングサービス 

株式会社ハピネット 

【事業会社】 


