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平成 21 年１月 20 日 

各      位 

会 社 名 株式会社ローソンチケット 
  代表者名 代表取締役社長   野林 定行 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号２４１６） 
  問合せ先 取締役財務経理室長 小山 誠 

（ＴＥＬ：０３－６７３０－２２００） 

 

 

 合併契約書締結に関するお知らせ  

 
 当社は、平成 20 年 11 月 18 日付「合併に関する基本合意書締結のお知らせ」において公表いたしました、

平成21年３月１日を効力発生日として、株式会社アイ・コンビニエンスを吸収合併する件につきまして、本

日開催の取締役会において合併契約を締結することを決議し、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、

下記の通りお知らせいたします。なお、開示内容については、平成20 年 11 月 18 日に開示した内容を含んで

おります。 

 

記 

 

１． 合併の目的 

この度の合併は、当社のチケットビジネスを通じて得られる顧客接点と、ＥＣ事業のノウハウや仕組

みを持つ株式会社アイ・コンビニエンスの両社の経営資源を最大限に活用して、更なる成長戦略を推進

するものであり、当社にとって経営効率化と競争力の強化を図るとともに、企業価値の向上に寄与する

ものと捉えております。 

 

２． 合併の要旨 

（１）合併の日程 

基本合意書承認取締役会   平成 20 年 11 月 18 日 

基本合意書締結       平成 20 年 11 月 18 日 

合併契約書承認取締役会   平成 21 年１月 20 日 

合併契約書締結       平成 21 年１月 20 日 

合併期日（効力発生日）   平成 21 年３月 １日（予定） 

合併登記日         平成 21 年３月 上旬（予定） 

（注）本合併は、会社法第796 条第３項の規定により、当社においては会社法第 795 条第１項に定め

る株主総会の承認を要さない簡易合併で行います。 

なお、今後、合併手続きを進める中で、合併の実行に支障をきたす重大な事由が生じた場合等には、

両社協議の上、日程、手続、条件等を変更する場合があります。 

 

（２）合併方式 

当社を吸収合併存続会社とし、株式会社アイ・コンビニエンスを吸収合併消滅会社といたします。 

 

（３）合併比率及び株式割当て 

会 社 名 
株式会社ローソンチケット 

（合併会社） 

株式会社アイ・コンビニエンス 

（被合併会社） 

合併比率 １ 0.0223 
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①株式の割当て比率 

株式会社アイ・コンビニエンスの普通株式１株に対し、当社普通株式の0.0223 株を割当てます。 

②合併により発行する新株式等 

普通株式  892 株 

 

（４）合併比率の算定根拠等 

①算定の基礎 

合併比率の算定については、公平性と妥当性を期すために、独立した第三者算定機関としてウェ

イドアドバイザリー株式会社を選定し、合併比率案の算定を依頼いたしました。 

ウェイドアドバイザリー株式会社は、両社の合併についての諸条件を分析した上で、当社株式価

値の算定にあたって、当社がジャスダック証券取引所に上場しており、市場株価が存在することか

ら市場株価法及び将来の事業活動の状況を反映するために財務予測に基づくディスカウント・キャ

ッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」という。）を採用しております。なお、市場株価法において

は、一定期間（両社の合併に関する基本合意の公表日である平成 20 年 11 月 18 日を評価基準日と

した直近12 ヶ月間、6 ヶ月間、3ヶ月間及び 1ヶ月間）を選定し、同期間における終値平均を採用

しております。 

株式会社アイ・コンビニエンスの株式価値算定にあたっては、同社が非上場であり市場株価が存在

しないため、時価純資産額法及びＤＣＦ法を採用しております。 

これらの各手法における株式価値算定結果を基にした、当社と株式会社アイ・コンビニエンスの

合併比率の算定レンジは、以下のとおりとなっております。 

当社 株式会社アイ・コンビニエンス 

１ 0.0211～0.0236 

ウェイドアドバイザリー株式会社は合併比率の算定にあたって入手した情報が正確かつ完全で

あることを前提とし、その正確性や完全性について独自の検証を行っておりません。また、資産や

負債についての鑑定も行っておらず、第三者機関への鑑定・査定の依頼も行っておりません。 

なお、ウェイドアドバイザリー株式会社が提出した合併比率の算定結果は、合併比率の公正性に

ついて意見を表明するものではありません。 

②算定の経緯 

ウェイドアドバイザリー株式会社の算定結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見

通し等を総合的に勘案し、両社で協議を重ねた結果、最終的に上記の合併比率が妥当であるとの判

断に至り、合意いたしました。 

③算定機関との関係 

第三者算定機関であるウェイドアドバイザリー株式会社は当社及び株式会社アイ・コンビニエン

スの関連当事者には該当いたしません。 

 

（５）消滅会社の新株発行予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

   該当事項ありません。 

 

３．合併当事会社の概要                         （平成 20 年８月31 日現在） 

(1)商号 株式会社ローソンチケット 

（合併会社） 

株式会社アイ・コンビニエンス 

（被合併会社） 

(2)主たる事業内容 チケット販売業 情報サービス業 

(3)設立年月日 平成４年7 月 23 日 平成 12 年 10 月 30 日 

(4)本店所在地 東京都渋谷区神南一丁目19番4号 東京都品川区大崎一丁目11番2号 

(5)代表者 代表取締役社長 野林定行 代表取締役社長 常川昌靖 

(6)資本金の額 2,892,575 千円 2,000,000 千円 

(7)発行済株式総数 55,000 株 40,000 株 

(8)純資産 

（平成20 年２月29 日現在） 
6,098,714 千円 123,818 千円 

(9)総資産 

（平成20 年２月29 日現在） 
14,847,640 千円 299,355 千円 
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(10)事業年度の末日 ２月末日 ２月末日 

(11)従業員数 207 人 35 人 

(12)主要取引先 個人顧客、法人顧客 個人顧客、法人顧客 

(13)大株主及び持株比率 ㈱ローソン       75.13％ 

ﾕｰﾋﾞｰｴｽｴｲｼﾞｰﾛﾝﾄﾞﾝｱｼﾞｱｴｸｲﾃｨｰｽﾞ

(常任代理人UBS 証券会社) 

6.88％ 

ﾕｰﾋﾞｰｴｽｴｰｼﾞｰﾛﾝﾄﾞﾝｱｶｳﾝﾄｱｲﾋﾟｰﾋﾞｰ

ｾｸﾞﾘｹﾞｲﾃｯﾄﾞｸﾗｲｱﾝﾄｱｶｳﾝﾄ(常任代

理人ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ銀行株式会社) 

4.54％ 

㈱ローソン       100.0％ 

 

(14)主要取引銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三井住友銀行 

 

(15)最近３決算期間の業績 

単位：千円 

 株式会社ローソンチケット 

（合併会社） 

株式会社アイ・コンビニエンス 

（被合併会社） 

決算期 
平成 18 年 

２月期 

平成 19年 

２月期 

平成 20年 

２月期 

平成 18年 

２月期 

平成 19年 

２月期 

平成20年 

２月期 

営 業 収 入 6,258,601 6,533,223 6,960,038 426,707 686,321 710,898 

営 業 利 益 821,738 836,134 635,662 △64,120 46,330 63,791 

経 常 利 益 843,069 870,146 697,917 △67,838 44,431 62,114 

当期純利益 487,810 506,948 422,521 △137,480 43,497 65,887 

１株当たり

当期純利益 
8,869.28 円 9,217.24 円 7,682.21 円 △3,437.01 円 1,087.42 円 1,647.18 円 

１株当たり

年間配当金 
1,000.00 円 3,000.00 円 4,000.00 円 －円 －円 －円 

１株当たり

純 資 産 額 
99,447.79円 106,659.93 円 110,885.71円 360.86 円 1,448.28 円 3,095.47 円 

 

４．合併後の状況 

(1)商号 株式会社ローソンチケット 

(2)主たる事業内容 チケット販売業、出版物の販売等業務及び広告代理業、物品販売事業、 

情報マーケティング事業等 

(3)本店所在地 東京都渋谷区神南一丁目19番４号 

(4)代表者 代表取締役社長 野林定行 

(5)資本金の額 2,892,575 千円 

(6)純資産 確定次第お知らせいたします。 

(7)総資産 確定次第お知らせいたします。 

(8)事業年度の末日 ２月末日 

(9)会計処理の概要 「企業結合に係る会計基準」に定める共通支配下の取引等に該当いたします。 

(10)今後の見通し 

 合併後の事業見通し等につきましては、コマース事業における業績拡大が見込まれますが、具

体的な影響額の見込みにつきましては、決定次第お知らせいたします。 

以 上 


