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平成 23 年６月 30 日 

各   位 

会 社 名 燦ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 古内 耕太郎 

（コード番号 9628 東証・大証第１部）

問合せ先 常務取締役  鈴江 敏一 

 （経営企画・経理・ＩＲ担当）

 （TEL 06-6226-0038）

 

連結子会社の合併、事業の一部廃止及び新たな事業の開始に関するお知らせ 

 

 本日開催の当社取締役会において、平成 23 年 10 月１日を期して、関西自動車株式会社と株式会社ユーアイを下記

のとおり株式会社公益社に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。また、同年 9 月 30 日付で

エクセル・スタッフ・サービス株式会社の人材派遣事業及び湯灌事業を廃止し、同年 10 月１日より新たに株式会社公

益社において湯灌事業を開始することを決議いたしましたので、合わせてお知らせいたします。 

 なお、合併当事者である関西自動車株式会社、株式会社ユーアイ及び株式会社公益社においても本日付で本件を決

議いたしましたので、関係する４社の経営陣の見解は一致しております。 

 また、事業の一部を廃止するエクセル・スタッフ・サービス株式会社、及び新たな事業を開始する株式会社公益社

においても、本日付で本件を決議いたしましたので、関係する３社の見解は一致しております。 

 

１. 合併について 

（1）合併の目的 

平成 21 年 4月に発表した 10 年ビジョンと中期経営計画に基づき、今回の合併を実施いたします。すなわち、第

Ⅰ期中期経営計画において重要課題のひとつとして掲げた「グループ会社のマネジメント体制の見直し」の一環で

あります。 

関西自動車株式会社は、平成 14 年４月にグループ内の運送事業部門を吸収分割し、主に株式会社公益社及び大阪

府下の葬祭会社を対象に霊柩車及びマイクロバスの運行サービスを提供してまいりました。ところが、平成２年以

降の規制緩和によって霊柩運送事業への新規参入が容易となったため、霊柩車を自社で所有する葬祭業者が徐々に

増加し、特にこの 10 年余は外部事業者との取引減少傾向が顕著となっております。 

一方、株式会社ユーアイは、平成 15 年４月にグループ内の返礼品販売事業と仏壇・仏具販売事業を統合、新設し

た会社であります。主として株式会社公益社の葬儀顧客に対して、葬儀後の様々なご案内と共にこれらのアフター

販売を推進し、高い販売力で業績を着実に向上させてまいりました。しかし近年は、会葬者の減少や香典辞退によ

る返礼品の販売機会の減少、消費者の価値観や嗜好の変化等による仏壇・仏具に対する需要の頭打ちに直面してお

ります。 

このような事業環境の中、両社の役割をグループの全体最適の観点から再定義する中で、グループの中核会社で

ある株式会社公益社のもとで事業の再構築を図り、顧客へのサービス力強化と利益率向上を目指すという判断に至

ったものです。 

関西自動車株式会社については、乗務及び配車の効率化を推進し、グループ運送事業の黒字体質化を図ることを、

また、株式会社ユーアイについては、返礼品や仏壇・仏具等の販売にとどまらず、葬儀後の生活で生じる多様なニ

ーズを満たすアフターサービス～ライフサポート～を充実させ、グループの強みに高めることを、それぞれ狙いと 
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しております。また、両社の株式会社公益社への合併に伴い、間接部門を効率化することによる利益率の向上も目

指しております。 

 

（2）合併の概要 

①合併の日程 

合併決議取締役会 平成 23 年 ６ 月 30 日 

合併契約承認取締役会 平成 23 年 ７ 月 22 日(予定) 

合併契約締結 平成 23 年 ７ 月 22 日(予定) 

合併契約承認株主総会 平成 23 年 ８ 月 ８ 日(予定) 

合併期日 平成 23 年 10 月 １ 日(予定) 

 

②合併の方式 

株式会社公益社を存続会社とする吸収合併方式で、関西自動車株式会社及び株式会社ユーアイは解散いたし 

ます。 

 

  ③合併比率及び合併交付金 

本合併は、当社の 100％子会社同士の合併のため、合併比率の取り決めはありません。また、合併交付金の支払

いは予定されておりません。 

 

（3）合併当事会社の概要（平成 23 年３月 31 日現在） 

商 号 株式会社 公益社 

（存続会社） 

関西自動車 株式会社 

（消滅会社） 

株式会社 ユーアイ 

（消滅会社） 

事業内容 葬儀の請負、葬儀関連商品

の販売 

霊柩運送事業、一般貸切旅

客自動車運送事業 

後日返礼品・仏壇仏具の販

売、墓地墓石の紹介 

設立年月日 平成 16 年 10 月１日 昭和 28 年７月 15 日 平成 15 年４月１日 

本店所在地 大阪市中央区北浜 

２丁目６番 11 号 

大阪市中央区道修町 

３丁目６番１号 

大阪市中央区道修町 

３丁目６番１号 

代表者 古内 耕太郎 山本 浩 野呂 裕一 

資本金 100 百万円   90 百万円   20 百万円  

発行済株主総数 2,000 株   180,000 株   400 株  

総資産 1,917 百万円   311 百万円   117 百万円  

純資産 694 百万円   154 百万円   74 百万円  

営業収益 12,739 百万円   806 百万円   646 百万円  

営業利益 162 百万円   15 百万円   6 百万円  

経常利益 174 百万円   16 百万円   6 百万円  

当期純利益 73 百万円   14 百万円   2 百万円  

決算期 ３月 31 日   ３月 31 日   ３月 31 日  

従業員数 445 名   72 名   29 名  

株主構成 燦ホールディングス㈱ 

100％ 

燦ホールディングス㈱ 

100％ 

燦ホールディングス㈱ 

100％ 
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（4）合併後の状況 

商 号 株式会社 公益社 

事業内容 葬儀の請負、葬儀関連商品の販売 

本店所在地 大阪市中央区北浜２丁目６番 11 号 

代表者 古内 耕太郎 

資本金 100 百万円 

決算期 ３月 31 日 

 

（5）合併後の状況 

本合併は、当社連結子会社同士の合併であるため、当期の連結業績及び当社の個別業績への影響は軽微であり 

ます。 

  

 

２.事業の一部廃止及び新設について 

（1）事業の廃止・新設の目的 

本件も、第Ⅰ期中期経営計画の重要課題のひとつ「グループ会社のマネジメント体制の見直し」の一環として、

以下のとおり、業務の効率化と顧客サービス力の強化を目指して実施するものです。 

エクセル・スタッフ・サービス株式会社は、平成 11 年７月に設立以降、株式会社公益社の葬儀をサポートするス 

タッフの人材派遣事業を中核事業としてまいりました。この人材派遣事業について、このたび主たる派遣先の株式 

会社公益社から、人材派遣の発注を取りやめ、派遣スタッフを直接新規に雇い入れることにより、人材派遣の枠内 

では法律上の制約を受け困難だった業務範囲のマルチ化を推進し、葬儀事業における業務効率化を徹底したい、と 

の要望がありました。これを検討した結果、平成 23 年９月 30 日付をもってエクセル・スタッフ・サービス株式会 

社の人材派遣事業を廃止することといたしました。 

また、湯灌事業については、葬儀サービスに付随し顧客満足を高めるものであるため、エクセル・スタッフ・サ  

ービス株式会社の湯灌事業は廃止して、株式会社公益社に湯灌事業を新設することで、株式会社公益社における葬 

 儀事業の一部として一体的な運営管理をしてまいります。 

なお、エクセル・スタッフ・サービス株式会社は、警備事業及び清掃・施設管理事業を従来どおり継続いたしま 

す。 

 

（2）廃止する事業の概要 

  ①人材派遣事業  事務・受付・案内サービスに関するスタッフの派遣 

  ②湯灌事業    葬儀に際しご遺体を洗い清める儀式の施行 

 

（3）事業の廃止・新設の時期 

 ①事業の廃止 

エクセル・スタッフ・サービス株式会社 

人材派遣事業及び湯灌事業  平成 23 年９月 30 日 

  ②事業の新設 

株式会社公益社 

湯灌事業            平成 23 年 10 月１日 
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（4）エクセル・スタッフ・サービス株式会社の経営成績 

 

営業収益 

営業利益 経常利益 
派遣事業 湯灌事業 

警備事業、清掃・

施設管理事業 
合計 

平成 23 年 

3 月期 
594 百万円 58 百万円 636 百万円 1,288 百万円 54 百万円 55 百万円

  

（5）派遣事業・湯灌事業部門に属する従業員及び資産等の取扱い 

当該事業に属する従業員のうち、必要な人員につきましては、他の連結子会社（主に株式会社公益社）と新たに  

直接雇用契約を締結いたします。なお、当該事業の重要な資産等はありません。 

 

（6）今後の見通し 

廃止及び新設事業については、当期の連結業績及び当社の個別業績への影響は軽微であります。 

以上 


