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平成 30 年 8 月 20 日  

各 位  

 

 

 

 

 

 

連結子会社の再編（会社分割および吸収合併）に関するお知らせ 
 

当社および当社の連結子会社である株式会社スキャンデックス（以下、「現スキャンデッ

クス」という。）は、本日開催の取締役会において、現スキャンデックスを会社分割（新設

分割）し、100％子会社（以下、「新スキャンデックス」という。）を設立すること、およ

び当該新設分割の効力発生を停止条件として、現スキャンデックスを当社が吸収合併する

ことを決議いたしました。  

なお、本再編は 100％子会社の会社分割および 100％子会社との吸収合併であるため、

開示事項・内容を一部省略しております。  

 

記  

 

１ . 会社分割および吸収合併の目的  

  当社の連結子会社である現スキャンデックスは、北欧デザインの事業会社として、北欧関

連リビング商品の輸入商品販売業を通じ、北欧のライフスタイルを提案してまいりました。  

  今回の組織再編により、新スキャンデックスは、現スキャンデックスの事業を承継し、事

業会社に特化することにより、その機能を向上させ、北欧のライフスタイル提案を一層強化

してまいります。  

 

２．会社分割の概要  

 (1)会社分割の要旨  

  ①分割の日程  

    分割計画書承認取締役会              平成 30 年 18 月 20 日（月）  

    分割計画書承認臨時株主総会（現スキャンデックス）  

                         （予定）平成 30 年 10 月 11 日（木）  

    分割予定日（効力発生日）             平成 30 年 11 月 11 日（木）  

  ②分割方式  

    現スキャンデックスを分割会社とし、新設会社である新スキャンデックスを承継

会社とする新設分割方式です。新スキャンデックスは、「株式会社スキャンデックス」

の商号を引継ぐことといたします。一方、現スキャンデックスは、新スキャンデッ

クス設立の効力発生に先立ち、「株式会社スキャンデックス東京」と名称を変更いた

します。  

 

会社名 株　式　会　社 松 　  　屋

代表者 代表取締役社長執行役員 秋田　正紀

　　　 （コード番号　8237　東証第一部）

問合せ先 総務部コーポレートコミュニケーション課

課長 関　　泰程

（TEL. 代表03－3567－1211）
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 ③分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い  

    該当事項はありません。  

  ④分割により増減する資本金  

    本会社分割による資本金の増減はありません。  

  ⑤新設会社が承継する権利義務  

    新設会社は、本会社分割により承継する事業を遂行する上で必要な資産、債務、

雇用契約その他の権利義務を分割会社から承継いたします。  

  ⑥債務履行の見込み  

    債務履行の見込に問題はないと判断しております。  

 

 (2)分割当事会社  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)分割する事業の概要  

  ①分割する部門の事業内容  

   分割会社が従前に行う全事業  

  ②分割する部門の経営成績  

   平成 29 年 12 月期の売上高：2,201 百万円  

  ③分割する資産、負債の項目および金額  

   資産：140 百万円 負債：53 百万円  

※平成 30 年 11 月 1 日時点の見込額です。  

 

（分割会社） （新設会社）

現スキャンデックス 新スキャンデックス

（平成30年7月31日現在） （平成30年11月1日時点の見込）

株式会社スキャンデックス 株式会社スキャンデックス

(株式会社スキャンデックス東京に商
号変更の予定）

(2) 所在地 東京都中央区築地4丁目4番12号 東京都中央区築地4丁目4番12号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員 代表取締役社長

　横関直樹 　横関直樹

(4) 事業内容 輸入商品販売業 輸入商品販売業

(5) 設立年月日 平成2年7月2日 平成30年11月1日

(6) 資本金 80百万円 10百万円

(7) 発行済株式総数 1,250株 1,000株

(8) 決算期 12月末日 2月末日

(9) 大株主および持株比率 ㈱松屋　100％ 現スキャンデックス　100％

(10)
直前事業年度の経営成績
および財政状態

平成29年12月期 ※

純資産 205百万円 -

総資産 1,093百万円 -

1株当たり純資産 164,650.98円 -

売上高 2,201百万円 -

営業利益 13百万円 -

経常利益 6百万円 -

当期純利益 △127百万円 -

1株当たり当期純利益 △102,237.72円 -

商号(1)

※新設会社は、今後設立される予定の会社のため、確定した直前事業年度の経営成績および財政状態はありま
せん。
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３．吸収合併の概要  

 (1)合併の要旨  

  ①合併の日程  

    合併決議取締役会                 平成 30 年 18 月 20 日（月）   

    合併契約締結日                  平成 30 年 18 月 20 日（月）   

合併契約承認臨時株主総会（現スキャンデックス）  

                        （予定）平成 30 年 10 月 11 日（木）  

 合併予定日（効力発生日）             平成 30 年 11 月 11 日（木）  

   (注 )当社においては、会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併であるため、合併契

約承認の株主総会を開催いたしません。  

  ②合併方式  

    当社を存続会社とする吸収合併方式で、現スキャンデックスは解散いたします。  

  ③合併に係わる割当の内容  

    完全子会社の吸収合併であるため、本吸収合併による新株の発行および合併交付

金の支払いは行いません。  

  ④消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い  

    該当事項はありません。  

     

(2)合併当事会社の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（消滅会社）

平成30年7月31日現在

株式会社松屋 株式会社スキャンデックス

(株式会社スキャンデックス東京に商
号変更の予定）

(2) 所在地 東京都中央区銀座三丁目6番1号 東京都中央区築地4丁目4番12号

代表取締役社長執行役員 代表取締役社長執行役員

秋田正紀 　横関直樹

(4) 事業内容 百貨店業 輸入商品販売業

(5) 設立年月日 大正8年3月1日 平成2年7月2日

(6) 資本金 7,132百万円 80百万円

(7) 発行済株式総数 53,289,640株 1,250株

(8) 決算期 2月末日 12月末日

(9) 大株主および持株比率 松屋取引先持株会 5.50％ ㈱松屋　100％

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱(信託口)

4.95％

㈱三菱東京UFJ銀行 4.66％

東武鉄道㈱ 4.52％

㈱みずほ銀行 3.72％

大成建設㈱ 3.57％

松岡地所㈱ 3.56％

東京海上日動火災保険㈱ 3.36％

㈱オンワードホールディングス 3.27％

東武土地建物㈱ 3.12％

(1) 商号

（存続会社）

平成30年2月28日現在

(3) 代表者の役職・氏名
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(3)合併後の状況  

  本合併による当社の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期の変更はあり

ません。  

 

４．今後の見通し  

   本再編による当社連結業績への影響につきましては軽微であると見込んでおります

が、今後公表すべき事実が生じた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に基

づき、速やかに公表いたします。  

 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

(10)
直前事業年度の経営成
績および財政状態

平成30年2月期（連結） 平成29年12月期

純資産 20,599百万円 205百万円

総資産 62,080百万円 1,093百万円

1株当たり純資産 388.31円 164,650.98円

売上高 90,568百万円 2,201百万円

営業利益 2,122百万円 13百万円

経常利益 2,044百万円 6百万円

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,256百万円 △127百万円

1株当たり当期純利益 23.72円 △102,237.72円

※当該吸収合併は、前述の「２．会社分割の概要」をした後、実施いたします。


