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平成21年５月27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 太 田 功 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号  7571 ） 

問い合わせ先 
取締役執行役員 
財務本部長   金 木 俊 明 

電 話 番 号 ０３－３３７６－７８７８ 

 

当社及び当社連結子会社の合併に関するお知らせ 

 

当社は、平成21年５月27日開催の当社取締役会において、平成21年10月１日付で当社の連結子会社で

ある株式会社ヤマノリテーリングス（以下｢ＹＲＣ｣）、株式会社ヤマノプラザ（以下｢ＹＰＣ｣）、株

式会社ヤマノスポーツシステムズ（以下｢ＹＳＳ｣）、株式会社ヤマノクレジットサービス、ヤマノイ

ンベストメント株式会社、ＹＲＣの子会社である株式会社きのはな(以下｢きのはな｣)、ＹＰＣの子会

社である株式会社ヤマノ1909プラザ（以下｢1909Ｐ｣）、並びにＹＳＳの子会社である株式会社スポー

ツマンクラブ計８社を、当社を存続会社として吸収合併することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。  

 

記 

１．合併の目的 

当社グループは、グループ全体のガバナンス、Ｍ＆Ａ戦略の検討・遂行、財務戦略、投資管理及

びグループの事業調整・営業推進等といったグループ経営戦略を結合し、かつ各事業会社が各々の

特徴を活かしたビジネスを展開することを目的として、平成13年10月に持株会社体制へと移行し、 

近年Ｍ＆Ａにより事業領域を拡大し、各方面へのビジネス展開を図ってまいりました。しかしなが

ら、主力事業である和装品・宝飾品の市場の縮小や過量販売問題による業界への不信視の影響によ

り、収益は低調に推移してまいりました。 

当社グループは収益力の回復を目指し、経営理念の原点である｢美道五原則 ― 髪・顔・装い・

精神美・健康美｣に立ち返り、平成20年５月に｢ヤマノホールディングス グループ再建計画｣を策定

し、以下を中心として抜本的な構造改革を行ってまいりました。 

・ コア事業へ経営資源を集約し、ノンコア事業を撤退・清算  

平成21年３月期連結会計年度末の子会社数は、平成20年３月期連結会計年度末より、グル

ープ外への子会社の株式譲渡により７社減少、合併により５社減少いたしました。 

・ 不採算店舗・事業所の撤退による固定費削減 

平成21年３月期連結会計年度は、ＹＲＣ、きのはな、ＹＰＣ及び1909Ｐにおいて、43店舗

及び32事業所を閉鎖いたしました。 

・ 適正人員の見直しによる人件費の圧縮 

平成21年３月期連結会計年度末の従業員数は、平成20年３月期連結会計年度末より、重複

した管理部門の統合並びに店舗・事務所閉鎖によって358名（グループ外へ株式譲渡した子

会社分は除く）減少いたしました。 
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・ 資産の売却による有利子負債の圧縮 

有利子負債は平成20年３月期末より47億79百万円減少し、平成21年３月期末の残高は45億

97百万円となっております。 

しかしながら、昨年のリーマンショックに端を発する世界不況のおり、我国経済も急激な不況の

波に呑み込まれていきました。その影響を受け、当社グループの業績も平成21年３月期連結会計期

間においては著しい回復は果たせず、当期純損失821百万円を計上した結果、503百万円の債務超過

となっております。 

日本国内経済は現在景気の底入れが見えてきたものの、個人消費の動向に関しては依然として不

透明なままであります。このような経営環境の中で、当社グループの収益力を強化し、債務超過を

解消するには、現在の当社が純粋持株制であるグループ組織のままでは、経営コストや事業展開等

の面において困難な状況にあります。当社グループは、グループ再建計画の次のステップとして、

さらなる経営資源の選択と集中によって組織のスリム化をすすめる必要があり、管理部門の基本機

能の集約並びに各事業における販売基盤を共有化することで、当社グループ収益力強化並びに債務

超過の解消が可能となるため、当社は当該子会社８社を吸収合併することにより純粋持株会社から

事業本部体制へ移行することを決定いたしました。 

当該子会社８社を吸収合併し、現在は各所に点在している本社事務所を１箇所に集中することに

より、①役員の減少による役員報酬の減額の他、重複した管理部門の統合による大幅なコスト削減

を図る ②管理部門を統合することにより、業務の効率化及び標準化を図る ③組織のスリム化に

より迅速かつ機動的な事業展開を可能とする ④当社グループが保有する人材、顧客基盤、販売戦

略、ネットワーク等の各社の長所を共有することにより、今後の市場の変化や顧客ニーズに対し迅

速かつ柔軟な対応を可能とする。以上を目的として、当社と当該子会社８社の合併を決議したもの

であります。 

 

２．合併の要旨 

(1)合併の日程 

取 締 役 会 決 議  平成21年５月27日 

合 併 契 約 締 結 日  平成21年５月27日 

当社の合併承認定時株主総会  平成21年６月26日 

合併予定日（効力発生日）  平成21年10月１日 

 

(2)合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、当該子会社８社は解散いたします。 

 

(3)合併に係る割り当ての内容 

当社は当該子会社の発行済株式の全てを保有している為、合併比率の取り決めはありません。ま

た、新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。 

 

(4)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付転換社債に関する取扱い 

合併する当該子会社８社はいずれも新株予約権及び新株予約権付転換社債を発行しておりませ

ん。 
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(5)合併の当事会社の概要（平成21年３月31日現在） 

①商号 
株式会社ヤマノホールディ

ングス（合併会社） 

株式会社ヤマノリテーリン

グス（被合併会社） 

株式会社ヤマノプラザ 

（被合併会社） 

②主な事業内容 

純粋持株会社として、和装

品、洋装品、宝飾品の卸売・

小売等を行う事業子会社の

経営戦略立案・経営管理等 

和装品、宝飾品、洋装品の

店舗販売 

和装品、宝飾品、洋装品等

の訪問販売 

③設立年月日 昭和62年２月20日 平成13年10月23日 平成20年７月１日 

④本店所在地 
東京都渋谷区代々木一丁目

30番７号 

東京都渋谷区代々木一丁目

30番７号 

東京都渋谷区代々木一丁目

30番７号 

⑤代表者 代表取締役社長 太田 功 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 1,276百万円 100百万円 100百万円 

⑦発行済株式総数 24,207,058株 2,000株 2,000株 

⑧純資産 △331百万円 825百万円 △34百万円 

⑨総資産 7,826百万円 3,985百万円 862百万円 

⑩事業年度の末日 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

⑪従業員数 ９名 245名（パート 399名） 89名（パート 21名） 

⑫主要取引先 ― 
京都小泉㈱、ﾂｶﾓﾄ㈱、堀田

丸正㈱、ｳﾗｲ㈱ 

ﾂｶﾓﾄ㈱、ﾌﾗﾝｽベッド㈱、㈱

ｱｲｱｲ、㈱ﾅｶﾞﾎﾘ、丸池藤井㈱ 

⑬大株主構成及び保有割合 ※1 下記の通り 当社 100.0% 当社 100.0% 

⑭主要取引銀行 

三井住友銀行、りそな銀行、

三菱東京UFJ銀行、みなと銀

行 

三菱東京UFJ銀行、三井住友

銀行、北陸銀行、みずほ銀

行、りそな銀行 

北陸銀行、三菱東京UFJ銀

行、みずほ銀行 

資本 

関係 
― 

当社の完全子会社でありま

す。 

当社の完全子会社でありま

す。 

人的 

関係 
― 

当社の取締役2名、監査役1

名が取締役及び監査役をそ

れぞれ兼務しております。 

当社の取締役2名、監査役1

名が取締役及び監査役を兼

務しております。 

取引 

関係 
― 

当社と経営指導契約を締結

し、契約内容に基づき経営

指導に係る役務の提供を行

っております。また当社と

事務所賃貸契約を締結し、

契約内容に基づき賃料を受

取っております。 

当社と経営指導契約を締結

し、契約内容に基づき経営

指導に係る役務の提供を行

っております。また当社と

事務所賃貸契約を締結し、

契約内容に基づき賃料を受

取っております。また当社

が金銭を貸付けておりま

す。 

⑮当事会

社 の 関

係等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません 

⑯最近３年間の業績

（単位：百万円） 

平成19年

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成19年

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成19年

３月期 

平成20年

３月期 

平成21年

３月期 

売上高 822 759 593 6,821 6,345 6,977 ― ― 2,169 

営業利益 155 183 81 △254 △102 △65 ― ― △187 

経常利益 △6 97 △13 △195 10 △70 ― ― △193 

当期純利益 △152 △2,520 △781 275 △176 △377 ― ― △230 

※1.㈱ヤマノネットワーク 36.3%、 山野 彰英 10.2%、YHC取引先持株会 4.2%、㈱南日本銀行 3.5%、YHC従業員

持株会 2.2%、山野サミット 1.8%、㈱オリエントコーポレーション 1.7%、㈱セントラルファイナンス 1.3%、

石塚 三郎 1.2%、ウライ㈱ 1.0% 

※2.株式会社ヤマノプラザは平成20年７月１日設立の為、平成21年３月期の業績は９ヶ月決算となっております。

また同社の平成21年３月期より前の事業年度に係る決算情報はありません。 
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①商号 
株式会社ヤマノスポーツシ

ステムズ（被合併会社） 

株式会社ヤマノクレジット

サービス（被合併会社） 

ヤマノインベストメント株

式会社（被合併会社） 

②主な事業内容 
スポーツ用品の販売 割賦販売斡旋業務 投資事業組合の組合財産の

運用及び管理 

③設立年月日 平成７年12月１日 平成14年11月18日 平成16年12月10日 

④本店所在地 
東京都渋谷区代々木一丁目

30番７号 

東京都渋谷区代々木一丁目

30番７号 

東京都渋谷区代々木一丁目

30番７号 

⑤代表者 代表取締役社長 石塚 三郎 代表取締役社長 山野 彰英 代表取締役社長 山野 彰英 

⑥資本金の額 50百万円 10百万円 50百万円 

⑦発行済株式総数 800株 200株 1,000株 

⑧純資産 △974百万円 39百万円 49百万円 

⑨総資産 2,076百万円 67百万円 51百万円 

⑩事業年度の末日 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

⑪従業員数 150名（パート 110名） １名（パート 1名） ０名 

⑫主要取引先 

美津濃㈱、ｻﾞ･ﾊﾞｰﾄﾝｺｰﾎﾟﾚｰ

ｼｮﾝ㈱、㈱ザナックス、ｱｼｯ

ｸｽｽﾎﾟｰﾂ販売㈱ 

㈱ヤマノリテーリングス、

㈱ヤマノプラザ、㈱きのは

な 

ヤマノ企業活性・支援投資

事業有限責任組合 

⑬大株主構成及び保有割合 当社 100.0% 当社 100.0% 当社 100.0% 

⑭主要取引銀行 三井住友銀行 みずほ銀行、三井住友銀行 三井住友銀行 

資本

関係 

当社の完全子会社でありま

す。 

当社の完全子会社でありま

す。 

当社の完全子会社でありま

す。 

人的

関係 

当社の取締役1名、監査役1

名が、取締役及び監査役を

それぞれ兼務しておりま

す。 

当社の取締役2名、監査役1

名が、取締役及び監査役を

それぞれ兼務しておりま

す。 

当社の取締役3名、監査役1

名が、取締役及び監査役を

それぞれ兼務しておりま

す。 

取引

関係 

当社と経営指導契約を締結

し、契約内容に基づき経営

指導に係る役務の提供を行

っております。また当社が

金銭を貸付けております。 

当社と経営指導契約を締結

し、契約内容に基づき経営

指導に係る役務の提供を行

っております。 

該当事項はありません。 

⑮当時会

社の関係

等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

⑯最近３年間の業績

（単位：百万円） 

平成19年

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成19年

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成19年

３月期 

平成20年

３月期 

平成21年

３月期 

売上高 9,361 7,425 6,177 159 90 56 10 10 10 

営業利益 △666 △510 △113 75 38 10 2 5 7 

経常利益 △278 △339 △153 55 29 △7 △0 6 △0 

当期純利益 △540 △780 △212 33 17 △7 △0 4 △3 
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①商号 
株式会社きのはな 

（被合併会社） 

株式会社ヤマノ1909プラザ

（被合併会社） 

株式会社スポーツマンクラ

ブ（被合併会社） 

②主な事業内容 
和装品及び宝飾品の店舗販

売 

和装品、宝飾品及び洋装品

等の訪問販売 

スポーツ用品の販売 

③設立年月日 昭和61年７月１日 平成18年10月17日 平成18年11月29日 

④本店所在地 
東京都江東区亀戸二丁目36

番12号 

東京都渋谷区代々木一丁目

30番７号 

香川県高松市丸亀町11番２

号 

⑤代表者 代表取締役社長 平岡 武文 代表取締役社長 勝田 清一 代表取締役社長 石塚 三郎 

⑥資本金の額 30百万円 9百万円 9百万円 

⑦発行済株式総数 600株 180株 ２株 

⑧純資産 
△66百万円 

（平成21年２月28日現在） 

△288百万円 △53百万円 

⑨総資産 
309百万円 

（平成21年２月28日現在） 

445百万円 66百万円 

⑩事業年度の末日 ２月末日 ３月31日 ３月31日 

⑪従業員数 
57名 

（パート14名） 

139名 

（パート 222名） 

16名 

（パート １名） 

⑫主要取引先 
ウライ㈱ 東京貴宝㈱、㈱ｼﾞｪﾑﾛｲﾔﾙ、

正絹羽毛ふとん㈱、㈱ﾀﾞｲｶ 

㈱ヤマノスポーツシステム

ズ 

⑬大株主構成及び保有割合 
株式会社ヤマノリテーリン

グス 100.0% 

株式会社ヤマノプラザ 

100.0% 

株式会社ヤマノスポーツシ

ステムズ 100.0% 

⑭主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 

資本 

関係 

当社の完全子会社が全株式

を保有しております。 

当社の完全子会社が全株式

を保有しております。 

当社の完全子会社が全株式

を保有しております。 

人的 

関係 

当社の取締役2名、監査役1

名が、取締役及び監査役を

それぞれ兼務しておりま

す。 

当社の取締役2名、監査役1

名が、取締役及び監査役を

それぞれ兼務しておりま

す。 

当社の取締役1名、監査役1

名が、取締役及び監査役を

それぞれ兼務しておりま

す。 

取引 

関係 

当社と経営指導契約を締結

し、契約内容に基づき経営

指導に係る役務の提供を行

っております。 

当社と経営指導契約を締結

し、契約内容に基づき経営

指導に係る役務の提供を行

っております。 

当社と事務所賃貸契約を締

結し、契約内容に基づき賃

料を受取っております。 

⑮当時会

社の関係

等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

⑯最近３年間の業績

（単位：百万円） 

平成19年

２月期 

平成20年 

２月期 

平成21年 

２月期 

平成19年

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成19年

３月期 

平成20年

３月期 

平成21年

３月期 

売上高 1,510 1,347 1,079 1,164 4,023 3,547 63 343 301 

営業利益 39 △18 △66 △62 △316 101 △0 △38 △32 

経常利益 82 5 △59 22 △114 93 △0 △32 △31 

当期純利益 70 △3 △63 △2 △173 △121 △0 △24 △38 
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(6)合併後の状況 

① 商 号   株式会社ヤマノホールディングス 

② 主な事業内容   和装品、宝飾品、洋装品、スポーツ用品の販売及び割賦販売斡旋業務 

③ 本 店 所 在 地   東京都渋谷区代々木一丁目30番７号 

④ 代 表 者   代表取締役 山野彰英 

代表取締役 太田 功   

⑤ 資 本 金 の 額   1,276百万円 

⑥ 純 資 産   未定 

⑦ 総 資 産   未定 

⑧ 事業年度の末日   ３月31日 

※未定の事項につきましては、確定次第お知らせいたします。 

 

(7)今後の業績に与える影響 

 当社の100%子会社との合併であるため、平成22年３月期連結業績に与える影響は軽微であります。

また、当社の平成22年３月期個別業績に与える影響は現在試算中であり、確定次第お知らせいたしま

す。なお、業績に関する詳細に関しては、平成21年５月27日開示の｢平成21年３月期 決算短信｣にて

公表しております。 

この合併により中長期的には経営効率の改善による業績の向上を見込んでおります。 

 

以上 


