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平成 30年１月 19日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｌ Ｉ Ｘ Ｉ Ｌ ビ バ 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  渡 邉  修 

（コード番号：3564 東証第一部） 

問合せ先 取締役兼専務執行役員 飯田 毅彦  

（ TEL. 048-610-0641） 

 

 

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 30年１月 19日開催の取締役会において、平成 30年４月１日（予定）を効

力発生日として、当社の連結子会社である有限会社スーパービバアセット、有限会社スーパ

ービバアセット大井町、有限会社スーパービバアセット三郷及び有限会社スーパービバアセ

ット習志野の４社を吸収合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本合併は、100％連結子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略し

て開示しております。 

 

１．合併の目的 

有限会社スーパービバアセット、有限会社スーパービバアセット大井町、有限会社スーパ

ービバアセット三郷及び有限会社スーパービバアセット習志野の４社は、店舗不動産等の管

理を行ってまいりましたが、経営資源の有効活用、経営効率の更なる向上を図るため、吸収

合併を行うことといたしました。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

・決定日         平成 30年１月 19日 

・合併契約締結日     平成 30年１月 19日 

・合併期日（効力発生日） 平成 30年４月 １日 

 

（注）当吸収合併は当社においては会社法第 796条第２項の規定に基づく簡易合併で 

あり、有限会社スーパービバアセット、有限会社スーパービバアセット大井町、有

限会社スーパービバアセット三郷及び有限会社スーパービバアセット習志野の４社

においては会社法第 784 条第１項の規定に基づく略式合併に該当するため、いずれ

も合併契約承認の株主総会決議を経ずに行うものであります。 

 

（２）合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、有限会社スーパービバアセット、有限会

社スーパービバアセット大井町、有限会社スーパービバアセット三郷及び有限会社スー

パービバアセット習志野４社は解散いたします。 
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（３）合併に係る割当ての内容 

   当社は、有限会社スーパービバアセット、有限会社スーパービバアセット大井町、有

限会社スーパービバアセット三郷及び有限会社スーパービバアセット習志野に全額出

資しているため、本合併に際して、株式その他の金銭等の交付及び割当てはありません。 

 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱 

   該当事項はありません。 

 

３．合併当事会社の概要 

（平成 29年３月 31日現在） 

 存続会社 消滅会社 消滅会社 消滅会社 消滅会社 

名称 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 
有限会社スーパー 

ビバアセット 

有限会社スーパー 

ビバアセット大井町 

有限会社スーパー 

ビバアセット三郷 

有限会社スーパー 

ビバアセット習志野 

所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目 13 番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡邉 修 取締役 渡邉 修 

事業内容 
ホームセンター事業及び 

デベロッパー事業の運営 
不動産信託にかかる信託受益権の取得、管理及び処分 

資本金 200 億円 1 億 100 万円 2 億 5,310 万円 3 億 6,400 万円 2 億 2,600 万円 

設立年月日 平成５年６月 24 日 平成 14 年９月５日 平成 16 年３月 10 日 平成 17 年１月７日 平成 16 年 12 月６日 

発行済株式数 40,000,000 株 2,576 株 10,042 株 7,280 株 8,940 株 

決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

従業員数 1,371 名 ０名 ０名 ０名 ０名 

大株主及び持株比率 株式会社ＬＩＸＩＬグループ 100％ 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 100％ 

直近事業年度の財政状態及び経営成績における業績の動向（平成 29 年３月期） 

純資産 44,959 百万円（連結） 838 百万円 3,083 百万円 2,534 百万円 5,092 百万円 

総資産 159,902 百万円（連結） 1,708 百万円 8,053 百万円 6,710 百万円 5,856 百万円 

１株当たり純資産 1,123.98 円（連結） 325,397.31 円 307,020.11 円 348,136.83 円 569,651.95 円 

売上高 176,235 百万円（連結） ―百万円 ―百万円 ―百万円 ―百万円 

営業収入 6,713 百万円（連結） 310 百万円 1,146 百万円 1,150 百万円 673 百万円 

営業利益 10,632 百万円（連結） 249 百万円 920 百万円 783 百万円 472 百万円 

経常利益 9,939 百万円（連結） 232 百万円 826 百万円 704 百万円 461 百万円 

親会社に帰属する当期純利益 

又は当期純利益 
6,545 百万円（連結） 161 百万円 572 百万円 488 百万円 316 百万円 

１株当たり当期純利益 163.63 円（連結） 62,588.46 円 57,049.70 円 67,033.91 円 35,388.03 円 

 

４．合併後の状況 

本合併による名称、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。 

 

５．業績に与える影響 

本合併は、当社の 100％出資の連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響

は軽微です。 

 

以上 


