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子会社の合併に関するお知らせ 
 

平成22年７月23日開催の当社取締役会において、当社連結子会社の合併を決定いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

なお、今回の合併は次の２件となります。 

① 株式会社ジャパンギャルズ（本社：愛媛県四国中央市、代表取締役：松村 京子、以下「ジャ

パンギャルズ」）とＢｉｊｉｎ株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役：松村 京子、以下

「Ｂｉｊｉｎ」）の吸収合併。 

② グローバルメディカル研究所株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：森 正人、以下「グ

ローバルメディカル研究所」）と株式会社ピーズ（本社：東京都中野区、代表取締役：瀬戸 健、

以下「ピーズ」）の吸収合併。 

 

記 

１．合併の目的 

① ジャパンギャルズとＢｉｊｉｎの合併（以下「合併Ａ」） 

当社グループの中核である美容関連分野の企画・製造機能を担う両社を合併することで、両社

の経営の合理化・効率化と、経営判断のスピードアップを図ることができ、この分野の成長と拡

大につながるものと考えております。 

② グローバルメディカル研究所とピーズの合併（以下「合併Ｂ」） 

当社グループの中核企業である健康コーポレーション株式会社が販売する製品の、研究開発と

広告代理店機能をそれぞれ担う、グローバルメディカル研究所とピーズを合併することで、健康

コーポレーション株式会社を中心とした経営の合理化、効率化を図ることができると考えており

ます。 

 

２．合併方式 

① 合併Ａ 

ジャパンギャルズを存続会社とする吸収合併方式で、Ｂｉｊｉｎは解散いたします。



 

② 合併Ｂ 

グローバルメディカル研究所を存続会社とする吸収合併方式で、ピーズは解散いたします。 

 

３．合併の日程 

① 合併Ａ 

合併契約書承認取締役会（両社） 平成 22 年７月 23 日 

合併契約書締結         平成 22 年 7 月 23 日 

合併契約書承認株主総会（両社） 平成 22 年８月 ９日（予定） 

合併予定日（効力発生日）    平成 22 年 10 月１日（予定） 

② 合併Ｂ 

合併契約書承認取締役会（両社） 平成 22 年７月 23 日 

合併契約書締結         平成 22 年 7 月 23 日 

合併契約書承認株主総会（両社） 平成 22 年８月 ９日（予定） 

合併予定日（効力発生日）    平成 22 年 10 月１日（予定） 

 

４．合併当事会社の概要 

① 合併Ａ（平成 22 年２月末日現在） 

 合併会社 被合併会社 

（１）商号 株式会社ジャパンギャルズ Ｂｉｊｉｎ株式会社 

（２）事業内容 美容機器、健康機器器具等の販売

事業、化粧品の製造・販売事業 

美容機器の製造加工及び輸出入事業 

（３）設立 平成４年 11 月 17 日 平成 19 年３月 28 日 

（４）本店所在地 
愛媛県四国中央市三島中央二丁目

12 番 10 号 
香川県高松市南新町８番地 14 

（５）代表者 松村 京子 松村 京子 

（６）資本金 20 百万円 10 百万円 

（７）発行済株式総数 400 株 200 株 

（８）総資産 1,498 百万円 189 百万円 

（９）決算期 ２月末日 ２月末日 

（10）従業員数 35 名 ４名 

（11）大株主及び 

持株比率 

健康ホールディングス株式会社

100％ 

健康ホールディングス株式会社

100％※             

（注）※の持株比率は間接所有を含んでおります。 

 

  ② 合併Ｂ（平成 22 年３月末日現在） 

 合併会社 ※ 被合併会社 

（１）商号 グローバルメディカル研究所株式

会社 

株式会社ピーズ 



 
（２）事業内容 健康食品、美容機器、化粧品の品

質と安全に係る研究と新製品の研

究開発 

広告代理店業 

（３）設立 平成 22 年５月７日 平成 18 年 11 月 15 日 

（４）本店所在地 
東京都中野区中央二丁目９番１号

サン・ロータスビル４Ｆ 

東京都中野区中央二丁目９番１号 

サン・ロータスビル４Ｆ 

（５）代表者 森 正人 瀬戸 健 

（６）資本金 10 百万円 10 百万円 

（７）発行済株式総数 200 株 200 株 

（８）総資産 10 百万円 87 百万円 

（９）決算期 ３月末日 ３月末日 

（10）従業員数 ０名 ０名 

（11）大株主及び 

持株比率 

健康ホールディングス株式会社

100％ 

健康ホールディングス株式会社

100％ 

（注）※平成 22 年５月７日設立時の状況です。 

 

５．合併後の状況 

① 合併Ａ 

（１） 商号 株式会社ジャパンギャルズ 

（２） 事業内容 美容機器、健康機械器具等の販売事業、化粧品の製造・販売事

業、美容機器の製造加工・輸出入事業 

（３） 本店所在地 愛媛県四国中央市三島中央二丁目 12 番 10 号 

（４） 代表者 松村 京子 

（５） 資本金 合併による増加はありません。 

（６） 決算期 ２月末日 

（７） 大株主及び持株比率 健康ホールディングス株式会社 100％ 

 

② 合併Ｂ 

（１） 商号 グローバルメディカル研究所株式会社 

（２） 事業内容 健康食品、美容機器、化粧品の品質と安全に係る研究と新製品

の研究開発、広告代理店業 

（３） 本店所在地 東京都中野区中央二丁目９番１号サン・ロータスビル４Ｆ 

（４） 代表者 森 正人 

（５） 資本金 合併による増加はありません。 

（６） 決算期 ３月末日 

（７） 大株主及び持株比率 健康ホールディングス株式会社 100％ 

 

６．業績に与える影響 

 本件合併は、当社の連結子会社同士の合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 

以上 


