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当社子会社の合併による事業再編に関するお知らせ 
 
株式会社エディオン（本社：大阪市北区、代表取締役社長：久保 允誉、以下「エディオン」）、および当社子

会社である株式会社エイデン（以下「エイデン」）、株式会社東京エディオン（以下「東京エディオン」）、東京エ

ディオンの子会社である石丸電気株式会社（以下「石丸電気」）は、平成 20年 9月 18日開催の取締役会におい
て、グループ事業の再編を行うため下記の通り子会社の合併を行うことを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 
 

記 
 
１．これまでの経緯と事業再編の目的 

 当社は、平成 19 年 10 月に関東での事業基盤の強化のため 100％出資の子会社として東京エディオン
を設立しました。東京エディオンは、同年 11月に「エディオン高井戸店」、平成 20年 2月に「エディオ
ン港北センター南店」をオープンさせたほか、既に関東地区に展開していた当社子会社である㈱ミドリ

電化の 5 店舗および㈱デオデオの 5 店舗を、東京エディオンへ事業譲渡を行い、㈱ミドリ電化の 5 店舗
に関しては、平成20年5月までにストアブランドを“エディオン”へ変更いたしました。 
また、石丸電気については、平成 19 年 10 月に秋葉原地区店舗の全面リニューアルを実施し、営業強
化を図ったほか、東京エディオンと石丸電気とが一体となって事業運営できる体制を整備しました。な

お、東京エディオンは、平成 20年 10月 1日に石丸電気の発行済株式の 60％にあたる 363,914株を 32
億円で追加取得し、持株比率を100％とする予定です。 
以上のように、エディオングループは関東エリアでの営業力強化、経営効率の向上に努めてまいりま

したが、グループ経営資源の有効活用と経営効率のさらなる向上を実現するため、平成 21年 2月 1日を
もって、下記の通り、子会社の合併による事業再編を行うこととしました。 

 
・ 中部エリアを中心に店舗を展開するエイデンが東京エディオン、石丸電気、および石丸電気の子会

社３社を吸収合併いたします。 
・ エイデンの子会社である㈱コムネットが石丸電気の子会社であるアイアイテクノサービス㈱を 
吸収合併します。 

 
これにより、中部以東の東日本において、エイデンによる一体的な運用が可能となり、営業力の強化

および業務効率の向上をはかるとともに、関東エリアにおける収益基盤の早期の確立をはかってまいり

ます。 
 
２．事業再編対象となる子会社の名称 

①株式会社エイデン   （合併存続会社） 
株式会社東京エディオン  （合併消滅会社） 
石丸電気株式会社   （   〃  ） 
東京石丸電気株式会社  （   〃  ） 
株式会社石丸電気レコードセンター （   〃  ） 
アイアイオンライン株式会社  （   〃  ） 
 
②株式会社コムネット   （合併存続会社） 
アイアイテクノサービス株式会社 （合併消滅会社） 



３．事業再編の概要 
① 株式会社エイデンを合併存続会社、株式会社東京エディオンおよびその子会社である石丸電気株式会社、

東京石丸電気株式会社、株式会社石丸電気レコードセンター、アイアイオンライン株式会社を合併消滅会

社とする吸収合併を実施いたします。 
② 株式会社コムネットを合併存続会社、アイアイテクノサービス株式会社を合併消滅会社とする吸収合併

を実施いたします。 
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４．合併の要旨 
（1）株式会社エイデンと株式会社東京エディオン、石丸電気株式会社、東京石丸電気株式会社、株式会社石
丸電気レコードセンター、アイアイオンライン株式会社の合併 
①合併の日程 

  合併決議取締役会  平成20年9月18日 
  合併契約締結   平成20年9月18日 
  合併承認株主総会  平成20年10月6日（予定） 
  合併予定日（効力発生日）  平成21年2月1日（予定） 

②合併方式 
株式会社エイデンを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社東京エディオン、石丸電気株式会社、

東京石丸電気株式会社、株式会社石丸電気レコードセンター、およびアイアイオンライン株式会社は

解散いたします。 
③合併に係る割当ての内容 
株式会社石丸電気は、平成 20年 10月 1日をもって、当社の完全子会社となる予定です。この合
併は、当社の完全子会社同士の合併となる予定であり、合併比率の取り決めはありません。また、合

併による新株発行および資本金の増加もありません。 
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 
該当事項はありません。 

 
（2）株式会社コムネットとアイアイテクノサービス株式会社の合併 

①合併の日程 
  合併決議取締役会  平成20年9月18日 
  合併契約締結   平成20年9月18日 
  合併承認株主総会  平成20年10月6日（予定） 
  合併予定日（効力発生日）  平成21年2月1日（予定） 

②合併方式 
株式会社コムネットを存続会社とする吸収合併方式で、アイアイテクノサービス株式会社は解散い

たします。 
③合併に係る割当ての内容 
当社の完全子会社同士の合併であり、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株発

行および資本金の増加もありません。 
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 
該当事項はありません。 



（3）合併当事会社8社の概要 
（平成20年3月31日現在、いずれも単体ベース） 

①商号 株式会社エイデン 
（存続会社） 

株式会社東京エディオン 
（消滅会社） 

②事業内容 家庭電化商品等の販売 家庭電化商品等の販売 
③設立年月 昭和30年4月 平成19年10月 
④本店所在地 愛知県名古屋市 東京都千代田区 
⑤代表者の役職・氏名 
(平成20年9月18日現在) 

代表取締役社長 岡嶋 昇一 代表取締役社長 柳田 勉 

⑥資本金 12,694百万円 2,050百万円 
（平成20年4月1日現在） 

⑦発行済株式数 29,729,887株 82,000株 
⑧総資産 94,300百万円 8,700百万円 
⑨決算期 3月末日 3月末日 
⑩大株主及び持株比率 
(平成20年9月18日現在) 

株式会社エディオン 100% 株式会社エディオン 100% 

 
①商号 石丸電気株式会社 

（消滅会社） 
東京石丸電気株式会社 
（消滅会社） 

②事業内容 家庭電化商品等の販売 家庭電化商品等の販売 
③設立年月 昭和41年1月 昭和54年3月 
④本店所在地 東京都千代田区 東京都文京区 
⑤代表者の役職・氏名 
(平成20年9月18日現在) 

代表取締役社長 近藤 正弘 代表取締役社長 近藤 正弘 

⑥資本金 100百万円 40百万円 
⑦発行済株式数 606,524株 80,000株 
⑧総資産 31,278百万円 693百万円 
⑨決算期 3月末日 3月末日 
⑩大株主及び持株比率 
(平成20年9月18日現在) 

株式会社東京エディオン 40% 
（平成20年10月1日に、東京エディ
オンの持株比率が100%となる予定）

石丸電気株式会社 100% 

 
 

①商号 株式会社石丸電気レコードセンター

（消滅会社） 
アイアイオンライン株式会社 

（消滅会社） 
②事業内容 CD、DVDソフト等の販売 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｻｲﾄの運営 
③設立年月 昭和60年11月 平成16年11月 
④本店所在地 東京都千代田区 東京都千代田区 
⑤代表者の役職・氏名 
(平成20年9月18日現在) 

代表取締役社長 近藤 正弘 代表取締役社長 近藤 正弘 

⑥資本金 10百万円 200百万円 
⑦発行済株式数 200株 4,000株 
⑧総資産 5,629百万円 459百万円 
⑨決算期 3月末日 3月末日 
⑩大株主及び持株比率 
(平成20年9月18日現在) 

石丸電気株式会社 100% 石丸電気株式会社 100% 

 



 
①商号 株式会社コムネット 

（存続会社） 
アイアイテクノサービス株式会社 

（消滅会社） 
②事業内容 家庭電化商品等の配送・荷役 家庭電化商品等の配送・荷役 
③設立年月 昭和58年2月 昭和34年4月 
④本店所在地 愛知県春日井市 東京都千代田区 
⑤代表者の役職・氏名 
(平成20年9月18日現在) 

代表取締役社長 大野 政美 代表取締役社長 近藤 正弘 

⑥資本金 100百万円 10百万円 
⑦発行済株式数 5,240株 200株 
⑧総資産 1,984百万円 351百万円 
⑨決算期 3月末日 3月末日 
⑩大株主及び持株比率 
(平成20年9月18日現在) 

株式会社エイデン 100% 石丸電気株式会社 100% 

 
５．今後の業績見通し 

 100%子会社同士の合併であるため、本件が、平成 21 年 3 月期連結業績に与える影響は、軽微であり
ます。 

 
 
 
【株式会社エディオン概要】 
 
 エディオングループは、家電小売販売を主として行う子会社の、中国・四国・九州地方を基盤とする

「デオデオ」、中部地方を基盤とする「エイデン」、近畿地方を基盤とする「ミドリ電化」、関東地方に店舗

展開を開始した「東京エディオン」およびその子会社で秋葉原を核として関東地方を基盤とする「石丸電

気」、北陸・北海道・山陰地方を基盤とする「サンキュー」と、その子会社で構成される企業グループです。 
 
 会社名       ： 株式会社エディオン（EDION Corporation） 
             （東証１部・名証１部上場、証券コード：2730） 
 代表者       ： 代表取締役社長 久保 允誉（くぼ まさたか） 
 設立日       ： 平成14年3月 
 資本金       ： 101億74百万円（平成20年3月末現在） 
 連結売上高     ： 8,512億円（平成20年3月期） 
 グループ店舗数   ： 1,084店舗（平成20年6月末現在） 

以上 


