
 

 

 
平成 21 年６月 10 日 

各  位 

会 社 名 マ ル マ ン 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 大隅 宏昭 

 （コード番号：７８３４ 大証ヘラクレス） 

問合せ先 取締役経営企画室長 上田 晃弘 

（ＴＥＬ：０３－５５７７－１１５３） 

 

連結子会社の吸収合併に関するお知らせ 

 

当社は、平成21年６月10日開催の取締役会において、当社の100％子会社であるマルマンバイオ株式

会社及びエムアイトレーディング株式会社を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

記 

１．合併の目的 

マルマンバイオ株式会社（以下、マルマンバイオ）は、平成18年３月に当社のヘルスケア事業部

を新設分割して発足した当社の連結子会社で、健康食品と禁煙パイポの開発、製造、販売を主な事

業といたしております。 

またエムアイトレーディング株式会社（以下、ＭＩＴ）は、平成18年10月に当社の国際事業部を

新設分割して発足した当社の連結子会社で、ゴルフ用品と禁煙パイポ等の輸出を主な事業といたし

ております。 

当社グループは、これまで分社化により独立した経営で積極的な事業展開を図ってまいりました

が、昨年の金融危機以降世界的な消費不振の影響等を受け業績が悪化したため、今後の市場環境を

考慮して従来の拡大戦略を見直し、集中と効率化に重点を置く組織運営に改めることとして、まず

本年４月に連結子会社のマルマンゴルフ株式会社を吸収合併し、併せて支店組織の統廃合を実施い

たしました。 

同じく本年４月、当社、マルマンバイオ、ＭＩＴの３社は経費削減と業務の効率化を目的に、本

店所在地を現在の東京都千代田区内神田に移転しました。 

今回の当社によるマルマンバイオとＭＩＴの吸収合併は、これまでの施策を更に推し進め、経営

資源の集中により重複する間接業務を解消して間接コストを削減し、経営の効率化により一層の経

営力強化を図ることを目的とするものであります。 

 

２．合併の要旨 

(１)合併の日程 

  合併決議取締役会    平成21年６月10日 

合併契約の締結     平成21年６月10日 

合併承認株主総会 

（合併会社）      マルマン株式会社 

            会社法７９６条第３項の規定に基づき、合併契約書承認株主総会

は開催いたしません 

（被合併会社）     マルマンバイオ株式会社     平成21年６月10日 

            エムアイトレーディング株式会社 平成21年６月10日 

合併期日（効力発生日） 平成21年10月１日（予定） 

合併登記        平成21年10月１日（予定） 



 

 

(２)合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、マルマンバイオとＭＩＴの２社は解散いたします。 

 

(３)合併比率 

当社は、マルマンバイオとＭＩＴの全株式を保有していることから、本合併において新株式

の発行および資本の増加はありません。 

 

 (４)消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債の取り扱い 

   該当事項はありません。 

 

３．合併当事者の状況                         （平成21年３月31日現在） 

項 目 合併会社 被合併会社 被合併会社 

(１) 商号 マルマン株式会社 マルマンバイオ株式会社 
エムアイトレーディング

株式会社 

(２) 事業内容 
ゴルフクラブ及び関連用

品の開発・製造・販売 

健康食品・パイポの・開

発・製造・販売 

ゴルフ用品・禁煙パイポ等

の輸出 

(３) 設立年月日 昭和 53 年９月 20 日 平成 18 年３月１日 平成 18 年 10 月２日 

(４) 本店所在地 
東京都千代田区内神田 

一丁目 15-10 

東京都千代田区内神田 

一丁目 15-10 

東京都千代田区内神田 

一丁目 15-10 

(５) 代表者 代表取締役 大隅 宏昭 代表取締役 佐伯 秀彰 代表取締役 佐伯 秀彰 

(６) 資本金 1,046,500 千円 10,000 千円 10,000 千円 

(７) 発行済株式総数 10,625,000 株 200 株 200 株 

(８) 純資産 2,292,152 千円 228,125 千円 312,722 千円 

(９) 総資産 6,609,574 千円 539,016 千円 531,897 千円 

(10) 決算期 ９月 30 日 ９月 30 日 ９月 30 日 

(11) 従業員数 57 名 28 名 ９名 

(12) 主要取引先 

株式会社アルペン 

株式会社二木ゴルフ 

ゼビオ株式会社 

株式会社マツモトキヨシ

ホールディングス 

株式会社パルタック 

株式会社マルマンコリア 

ダイレクトリンクインベ

ストメント株式会社 

(13) 

大株主及び 

持株比率 

（平成 21年 5月

末日現在） 

日本振興銀行株式会社

23.5％ 

株式会社ＭＡＧねっとホ

ールディングス 20.9％ 

マルマン株式会社 100％ マルマン株式会社 100％

(14) 主要取引銀行 

日本振興銀行 

三菱東京 UFJ 銀行 

みずほ銀行 

みずほ銀行 みずほ銀行 

資本関係 
被合併会社は、合併会社の

100％子会社です。 

被合併会社は、合併会社の

100％子会社です。 

人的関係 

合併会社より被合併会社

に役員を受け入れており

ます。 

合併会社より被合併会社

に役員を受け入れており

ます。 
(15) 当事会社の関係

取引関係 

合併会社は被合併会社に

役務提供を行っておりま

す。 

合併会社は被合併会社に

役務提供、物品販売等を行

っております。 



 

 

 

４．合併当事者最近３ヵ年の業績 

（単位：百万円） 

 

マルマン株式会社（合併会社）
マルマンバイオ株式会社 

（被合併会社） 

エムアイトレーデ

ィング株式会社 

（被合併会社） 

決算期 
平成18年

9 月期 

平成19年

9 月期 

平成20年

9 月期 

平成18年

9 月期 

平成19年

9 月期 

平成20年

9 月期 

平成19年

9 月期 

平成20年

9 月期 

売上高 8,460 7,462 5,044 996 1,605 1,282 2,727 3,298

営業利益（△損失） 724 △103 52 155 161 △ 107 290 528

経常利益（△損失） 726 △27 199 155 160 △ 114 251 363

当期純利益 

（△損失） 
407 △97 143 90 90 △ 74 144 212

純資産 3,313 2,843 2,605 253 303 206 254 417

総資産 5,187 6,869 7,738 863 811 711 1,704 1,303

（注）エムアイトレーディング株式会社は平成18年10月設立のため、平成18年９月期の業績は該

当ありません。 

 

５．今後の見通しについて 

本合併は当社100％出資の連結子会社を吸収合併するものであるため、連結業績への影響はありま

せん。                    

 

以 上 

 


