
 

 

 

2023 年１月 16 日 

各 位 

 

会 社 名 株 式 会 社 ク ル ー バ ー  

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  石田  誠 

 (コード番号：7134  東証スタンダード)   

問 合 せ 先 上席執行役員管理本部長 大口 智文 

 (TEL 045-988-5777) 

 

完全子会社２社の吸収合併（簡易合併・略式合併）並びに 

当社の商号及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2023 年４月１日付けで、当社の完全子会社である株式会社アップガ

レージ及び株式会社ネクサスジャパンの両社を吸収合併（以下｢本合併｣といいます。）すること並びに当社商

号の変更（以下｢本商号変更｣といいます。）及び定款一部変更について決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

なお、本合併は、いずれも 100％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

おります。 

記 

 

１. 本合併について 

（１）グループ経営体制再編の目的 

   当社は、1999 年４月に中古カー用品販売を目的として設立した株式会社アップガレージ（2004 年３月

に東京証券取引所マザーズ市場上場。その後、マネジメント・バイアウトにより 2012 年４月に上場廃止。

以下｢ＵＰＧ社｣といいます。）を前身としており、経営資源の最適化と新事業の促進を図る目的で、二度

に渡る組織再編を経て、2021 年 12 月に東京証券取引所 JASDAQ 市場（現スタンダード市場）に上場いた

しました。現在、当社グループは、当社並びにカー＆バイク用品のリユース店「アップガレージ」を主

要ブランドとして全国展開するＵＰＧ社及びフランチャイズ加盟店や自動車販売店向けに新品カー＆バ

イク用品の卸売を行う株式会社ネクサスジャパン（以下｢ＮＪ社｣といいます。）を含む子会社３社により

構成され、「マーケットを広げて、楽しさを伝える」という経営理念の下、自動車関連業界において様々

な事業を展開しております。 

   当社は、従来よりグループ全社が一体となり効率的な経営を行ってまいりましたが、本合併により経

営効率を一段と高めかつグループの競争力を強化することが、更なる企業価値の向上に資すると判断い

たしました。 

   具体的には、グループ内で重複している機能や業務を当社に集約させてコーポレート機能をスリム化

いたします。更に経営戦略機能・横串機能を一層強化することにより、新規事業の開拓、企業とのパー

トナーシップの強化、ＤＸの更なる推進、新たな商品・サービスの開発等に注力し、自動車関連業界の

変革と成長により一層貢献してまいります。 

 

（２）本合併の要旨 

  ①本合併の日程 

吸収合併に関する取締役会決議 2023 年 １月 16 日 

吸収合併契約締結日 2023 年 １月 16 日 

吸収合併実施日（効力発生日） 2023 年 ４月  1 日（予定） 

（注）当社は、会社法第 796 条第２項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易吸収合併

の手続きにより合併を行う予定です。また、各子会社は、会社法第 784 条第１項の規定に基づ

き、株主総会の承認を必要としない略式吸収合併の手続きにより合併を行う予定です。 

  



②本合併の方式 

当社を存続会社、ＵＰＧ社及びＮＪ社を消滅会社とする吸収合併を予定しております。 

 

③本合併に係る割当の内容 

当社の 100％子会社との簡易吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭その他の財

産の交付は予定しておりません。また、本合併による当社の資本金の額及び資本準備金の額の増加は

予定しておりません。 

 

④本合併に伴う新株予約権及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。 

 

（３）本合併の当事会社の概要 
 存続会社 消滅会社 消滅会社 

商 号 株式会社クルーバー 株式会社アップガレージ 株式会社ネクサスジャパン 

所在地 横浜市青葉区榎が丘 7番地 22 東京都町田市鶴間五丁目１番 46

号 

横浜市青葉区榎が丘 7番地 22 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 石田 誠 代表取締役社長 河野 映彦 代表取締役社長 渡邊剛伸 

事業内容 グループの経営管理並びにシス

テム開発及び人材紹介事業 

カー＆バイク用品のリユース事

業 

カー＆バイク用品の流通卸売事

業 

資本金 519 百万円 100 百万円 10 百万円 

設立年月日 2014 年４月１日 1999 年４月２日 2014 年４月１日 

発行済株式総数 2,624,500 株 15 株 840 株 

決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

株主及び持株比率 
（2022年９月 30日現在） 

株式会社Ｅ＆Ｅ    72.32％ 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL   

1.53％ 

クルーバー従業員持株会 1.20％ 

楽天証券株式会社    0.96％ 

株式会社クルーバー 100％ 株式会社クルーバー 100％ 

直前事業年度の財政状況及び経営成績（2022 年３月期） 

 2022 年３月期（連結） 2022 年３月期 2022 年３月期 

純資産 3,100,556 千円 1,697,160 千円 304,810 千円 

総資産 5,338,173 千円 3,093,990 千円 816,756 千円 

１株当たり純資産 1,181.39 円 113,144,037.73 円 362,869.73 円 

売上高 10,530,617 千円 6,422,873 千円 4,828,079 千円 

営業利益 689,016 千円 577,728 千円 95,777 千円 

経常利益 699,757 千円 585,786 千円 95,792 千円 

当期純利益 412,754 千円 343,087 千円 60,485 千円 

１株当たり当期純利益 183.36 円 22,872,501.87 円 72,006.02 円 

 

（４）本合併後の状況 

   本合併後の当社商号の変更については、下記２をご参照ください。また、代表者の役職・氏名の異動

については、別途、本日開示の「代表取締役の異動（追加選定）に関するお知らせ」をご参照ください。    

その他、本合併による当社の本店所在地、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。 

 

（５）今後の見通し 

本合併は完全子会社との合併であるため、当社グループの連結業績への影響は軽微です。なお、連結

業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

２．商号変更及び定款一部変更について 

（１）変更の理由 

本合併により、当社は事業持株会社から、カー＆バイク用品関連のリユース業態及び流通卸売業態を

中核事業とする事業会社へ移行することになります。これに伴い 2023 年４月１日をもって、商号を変更

することを予定しております。 

新商号は、今後の事業拡大を見据えて、日本国内だけでなく、海外でも多くのお客様に認知されてい

る「アップガレージ」の名称を用いることで、これまでに培ってきた企業ブランドを維持しつつ、当社

グループのイメージを統一することにより、国内外での認知度をより向上させ、企業価値を一層高めて



いきたいとの思いをこめています。 

なお、本商号変更は、2023 年３月 30 日に開催予定の臨時株主総会において本商号変更に係る定款一

部変更の議案が承認されることを条件とします。 

 

（２）新商号 

株式会社アップガレージグループ（英文名：UP GARAGE GROUP Co., Ltd.） 

 

（３）変更予定日 

2023 年４月１日 

 

（４）定款変更の内容 

（下線部は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社クルーバーと称し、英

文では、Croooober Co., Ltd.と表示する。 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社アップガレージグルー

プと称し、英文では、UP GARAGE GROUP Co., Ltd.と

表示する。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜参考資料＞本合併前後のグループ体制図 

 

【現 行】 

 
 

【2023年４月 1日以降】 
 

吸収合併と同時に「株式会社アップガレージグループ」に商号変更 

 
 

                                           


