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連結子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社エムアイフードシステム、

株式会社デイ・マックス、株式会社ジェイエフピーの３社（以下、「当該連結子会社」という。）

を吸収合併（以下、「本合併」という。）することを決議しましたので、下記の通りお知らせしま

す。 

なお、本合併は、100％出資の連結子会社を対象とする簡易吸収合併のため、開示事項・内容を

一部省略して開示しております。 

 

記 

１．合併の目的 

  当社は事業基盤拡大のため、当社の出店候補とするビジネス街に店舗展開している当該連結

子会社を、平成 18 年９月と平成 20 年３月に 100％出資して子会社化しました。その後、10 年

以上が経過し、賃貸人や取引業者様との信頼関係も築かれたと判断し、経営の効率化と事業基

盤の強化を図ることを目的として本合併を行うものです。 

 

２．合併の要旨 
 （1）合併の日程 
   取締役会決議日       ：平成 30 年４月 13 日 
   子会社３社の合併承認株主総会：平成 30 年４月 13 日 
   合併契約締結日       ：平成 30 年４月 13 日 
   合併の効力発生日      ：平成 30 年６月１日（予定） 

※本合併は、当社においては会社法 796 条第２項に基づく簡易合併でるため、合併契約承認

に関する株主総会は開催いたしません。 
 
 （2）本合併の方法 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、当該連結子会社は解散いたします。 
 

 （3）本合併に係る割当の内容 
当該連結子会社は、当社の 100％出資の連結子会社であることから、本合併に際して株式

その他の金銭等の割当てはありません。 
 



 （4）本合併に伴う新株予約権及び新株予約権社債に関する取扱い 
   該当事項はありません。 
 
３．本合併の当事会社の概要（平成 30 年２月 28 日現在） 
 存続会社 消滅会社① 
（1）名称 株式会社一六堂 株式会社エムアイフードシステ

ム 
（2）所在地 東京都中央区八重洲一丁目 

８番９号 
東京都中央区八重洲一丁目 
８番９号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 柚原 洋一 代表取締役 柚原 洋一 
（4）事業内容 飲食店の経営、食品卸及び販売等 飲食店の経営 
（5）資本金 1,189 百万円 10 百万円 
（6）設立年月日 平成７年１月 27 日 昭和 62 年３月 10 日 
（7）発行済株式数 9,677,200 株 200 株 
（8）決算期 ２月末日 ２月末日 
（9）大株主及び持株比率 柚原 洋一        43.2％

サントリー酒類㈱     4.6％
城野 親徳             2.5％
内藤 征吾             1.9％
日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）     1.8%

株式会社一六堂    100％

（10）直前事業年度の財務状態及び経営成績 
決算期 平成 30 年２月期（連結） 平成 30 年２月期（単体） 
純資産 5,511 百万円 745 百万円

総資産 6,362 百万円 887 百万円

１株当たり純資産 561.50 円 3,726,615.44 円

売上高 8,435 百万円 1,238 百万円

営業利益 367 百万円 75 百万円

経常利益 468 百万円 99 百万円

（親会社に帰属する）当期

純利益 
307 百万円 66 百万円

１株当たり当期純利益 31.94 円 331,026.09 円

（注）存続会社は、連結配当規制適用会社であります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 消滅会社② 消滅会社③ 
（1）名称 株式会社デイ・マックス 株式会社ジェイエフピー 
（2）所在地 東京都中央区八重洲一丁目 

８番９号 
東京都中央区八重洲一丁目 
８番９号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 柚原 洋一 代表取締役 柚原 洋一 
（4）事業内容 飲食店の経営 飲食店の経営 
（5）資本金 40 百万円 20 百万円 
（6）設立年月日 平成 11 年６月３日 平成元年２月 10 日 
（7）発行済株式数 80,000 株 400 株 
（8）決算期 ２月末日 ２月末日 
（9）大株主及び持株比率 株式会社一六堂    100％ 株式会社一六堂    100％ 
（10）直前事業年度の財務状態及び経営成績 
決算期 平成 30 年２月期（単体） 平成 30 年２月期（単体） 
純資産 451 百万円 42 百万円

総資産 522 百万円 43 百万円

１株当たり純資産 5,647.59 円 107,422.17 円

売上高 532 百万円 －百万円

営業利益 58 百万円 △０百万円

経常利益 65 百万円 △０百万円

親会社に帰属する当期純利

益 
41 百万円 △０百万円

１株当たり当期純利益 519.11 円 1,400.43 円

 
４．本合併後の状況 

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変

更はありません。 
 
５．今後の見通し 

本合併による当社連結業績への影響は軽微であります。 
 

以上 


