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平成 26 年４月 14 日 

 

各 位 

会社名 株式会社 井筒屋 

代表者名 代表取締役 影山 英雄 

(コード:8260 東証第一部 福証) 

問合せ先 執行役員 管理副本部長 光田 昇作 

(電話番号 093-522-3440) 

 

持分法適用関連会社株式の取得（完全子会社化）及び吸収合併（簡易合併・略式合併）、並びに 

特別損失発生に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年４月 14 日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社エビ

スの株式を追加取得し、完全子会社化とする旨及び同社を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、一連の取引に伴い、特別損失を計上する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。 

なお、本合併は連結子会社の簡易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．株式追加取得の理由及び合併の目的 

当社の持分法適用関連会社である株式会社エビス（以下「エビス」といいます。）は、駐車場の管理及

び不動産の賃貸事業を営んでおり、当社本店ならびにコレットの提携駐車場として 900 台収容の駐車場

というお買い物サービスに欠かせない施設を運営してまいりました。 

この度、店舗サービスの要となる駐車場ビルを恒久的に確保し、百貨店の店舗運営と駐車場部門との連

携によるサービスレベルの均質化を図り、当社本店の顧客への更なる利便性と快適性を実現するために

は、当社がエビスを完全子会社化した上で、当社を存続会社とする吸収合併を実施することが将来的な

グループ収益の向上、キャッシュ・フローの増大及び経営資源の効率化への最良の方法であると判断い

たしました。 

 

  

２．株式取得（子会社化） 

 （株式会社エビスの概要） 

(1)名称 株式会社エビス 

(2)所在地 福岡県北九州市小倉北区馬借 1丁目 4番 7号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 久保 眞 

(4)事業内容 駐車場の管理、不動産の賃貸 

(5)資本金 50 百万円 
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(6)設立年月日 平成 3年 1月 25 日 

(7)大株主及び持株比率 当社 

㈱竹中工務店 

㈱にしけい 

㈱にしけいセキュリティサービス 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

芙蓉総合リース㈱ 

㈱みずほ銀行 

290 株(29.0％) 

190 株(19.0％) 

180 株(18.0％) 

100 株(10.0％) 

100 株(10.0％) 

90 株(9.0％) 

50 株(5.0％) 

 

資本関係 当社はエビスの発行済株式総数の 29.0%に相当する 290 株を保有

しております。 

人的関係 当社監査役 1名が当該会社の監査役を兼務いたしております。 

取引関係 エビスは当社に対し、駐車場の管理及び店舗・事務所の賃貸を行

っております。また、当社はエビスに対し、設備・運転資金とし

て 10,652 百万円の貸付(平成 25 年 2 月 28 日現在)を行なってお

ります。 

(8)上場会社と当該会社

との間の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

当社の持分法適用関連会社であります。 

(9)当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 23 年 2 月期 平成 24 年 2 月期 平成 25 年 2 月期 

純資産 89 百万円 230 百万円 366 百万円

総資産 12,475 百万円 12,381 百万円 12,269 百万円

1株当たり純資産 89,260 円 230,076 円 366,329 円

売上高 1,010 百万円 1,002 百万円 991 百万円

営業利益 420 百万円 462 百万円 464 百万円

経常利益 181 百万円 231 百万円 239 百万円

当期純利益 109 百万円 140 百万円 136 百万円

1株当たり当期純利益 109,319 円 140,816 円 136,252 円

1 株当たり配当金 － － － 

 

 

（株式取得の相手先の概要） 

（1) 株式会社竹中工務店 

① 所在地 大阪府大阪市中央区本町 4-1-13 

② 代表者の役職・氏名 取締役 執行役員社長 宮下 正裕 

③ 事業内容 建設業 

④ 資本金 50,000 百万円 

⑤ 設立年月日 昭和 12 年 9 月 1日 
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⑥ 純資産 438,468 百万円（平成 25 年 12 月末現在 連結数値）      

⑦ 総資産 1,105,029 百万円（平成 25 年 12 月末現在 連結数値）     

⑧ 大株主及び持株比率 ㈱ＴＡＫプロパティ（42.9％） 

㈱アサヒプロパティズ（20.9％） 

竹中工務店持株会（10.3％） 

 

資本関係 当該会社は、当社の発行済株式数の0.20％に相当する235,000

株を保有しております。 

人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。

取引関係 当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係はありません。

⑨ 上場会社と当該会社

との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

 

（2)  株式会社にしけい 
① 所在地 福岡県福岡市博多区店屋町 5-10 

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西村 浩司 

③ 事業内容 警備の請負とその保障、各種施設の綜合管理業務の請負とその保障等 

④ 資本金 79 百万円 

⑤ 設立年月日 昭和 43 年 4 月 15 日 

⑥ 純資産 14,223 百万円 

⑦ 総資産 22,168 百万円 

⑧ 大株主及び持株比率 九州電力㈱（10.4％） 

㈱損害保険ジャパン（7.5％） 

個人（6.7％） 

資本関係 当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係はありません。

人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。

取引関係 当社と当該会社の間には、警備保障に関する取引があります。

⑨ 上場会社と当該会社

との関係      

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

 

（3)  株式会社にしけいセキュリティサービス 

① 所在地 福岡県福岡市中央区清川 3－4－11  

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 多良木 通康 

③ 事業内容 警備の請負 

④ 資本金 20 百万円 

⑤ 設立年月日 平成 6年 2月 4日 
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⑥ 純資産 252 百万円 

⑦ 総資産 375 百万円 

⑧ 大株主及び持株比率 ㈱にしけい（100％） 

資本関係 当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係はありません。

人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。

取引関係 当社と当該会社の間には、警備保障に関する取引があります。

⑨ 上場会社と当該会社

との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

 

(4)  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

① 所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目 28-1 

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 久仁 

③ 事業内容 損害保険事業 

④ 資本金 100,005 百万円 

⑤ 設立年月日 大正７年 6月 30 日 

⑥ 純資産 536,938 百万円（平成 25 年 3 月末現在 連結数値）  

⑦ 総資産 3,253,469 百万円（平成 25 年 3 月末現在 連結数値）  

⑧ 大株主及び持株比率 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱（100％）  

資本関係 当該会社は、当社の発行済株式数の 0.96％に相当する

1,103,164 株を保有しております。 

人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。

取引関係 当社と当該会社の間には、損害保険に関する取引があります。

⑨ 上場会社と当該会社

との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

 

(5)  芙蓉総合リース株式会社 

① 所在地 東京都千代田区三崎町三丁目 3-23 

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 隆 

③ 事業内容 各種リースおよび割賦販売業務 

④ 資本金 10,532 百万円 

⑤ 設立年月日 昭和 44 年 5 月 1日 

⑥ 純資産 173,752 百万円（平成 25 年 3 月末現在 連結数値） 

⑦ 総資産 1,764,310 百万円（平成 25 年 3 月末現在 連結数値） 

⑧ 大株主及び持株比率 ヒューリック㈱（13.9％） 

明治安田生命保険相互会社（7.5％） 
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みずほ信託銀行㈱退職給付信託 丸紅口 再信託受託者資産管理サービス 

信託銀行㈱（5.0％） 

資本関係 当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係はありません。

人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。

取引関係 当社と当該会社の間には、リース契約に関する取引がありま

す。 

⑨ 上場会社と当該会社

との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

 

(6) 株式会社みずほ銀行 

① 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 3-3 

② 代表者の役職・氏名 取締役頭取 林 信秀 

③ 事業内容 銀行業 

④ 資本金 1,404,065 百万円 

⑤ 設立年月日 平成 25 年 7 月 1日 

⑥ 純資産 7,655,796 百万円（平成 25 年 9 月末現在 連結数値）  

⑦ 総資産 150,008,592 百万円（平成 25 年 9 月末現在 連結数値）  

⑧ 大株主及び持株比率 ㈱みずほフィナンシャルグループ（100％）  

資本関係 当該会社は、当社の発行済株式数の 3.20％に相当する

3,682,937 株を保有しております。 

人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。

取引関係 当社は当該会社に対し、4,929 百万円（平成 26 年 2 月末現在）

の借入を行っております。 

⑨ 上場会社と当該会社

との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

（株式取得数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況） 

(1)異動前の所有株式数 290 株（議決権の数 290 個）（所有割合 29.0％） 

(2)取得株式数 710 株（議決権の数 710 個）（取得価額 3,550,000 円） 

(3)異動後の所有株式数 1,000 株（議決権の数 1,000 個）（所有割合 100.0％） 

※取得価額については、法律事務所、不動産鑑定士などの外部専門家の協力に基づき企業価値評価を行

っており、各取得相手先からの取得価額は適正であると判断しております。 

（株式取得日） 

(1)株式譲渡契約締結日 平成 26 年４月 14 日 

(2)株式譲渡日 平成 26 年４月 15 日（予定） 
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３．合併の要旨 

（１）合併の日程 

取締役会決議日 平成 26 年４月 14 日 

合併契約締結日 平成 26 年４月 15 日（予定） 

合併効力発生日 平成 26 年５月 29 日（予定） 

※ 本合併は、本件株式譲渡契約に基づく株式譲渡の実行が完了したことを条件として、効力が発生

するものとされています。 

※ 本合併は、存続会社である当社においては会社法第 796 条第 3項に定める簡易合併、消滅会社で

あるエビスにおいては会社法第 784 条第 1項に定める略式合併に該当するため、それぞれの株主

総会による吸収合併契約の承認を得ずに行います。 

（２）合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式でエビスは解散いたします。 

（３）合併に係る割当ての内容 

合併契約締結時点ではエビスは当社 100％子会社であるため、本合併による株式その他の財産の

割当は行いません。 

（４）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。 

（５）合併の当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

①名称 株式会社井筒屋 株式会社エビス 

②所在地 福岡県北九州市小倉北区船場町1-1 福岡県北九州市小倉北区馬借1-4-7

③代表者の役職・氏名 代表取締役           

社長執行役員 影山 英雄 

代表取締役社長 久保 眞 

④事業内容 百貨店業 駐車場の管理、不動産の賃貸 

⑤資本金 10,532 百万円 50 百万円 

⑥設立年月日 昭和 10 年 7 月 30 日 平成 3年 1月 25 日 

⑦発行済株式数 114,804,953 株 1,000 株 

⑧決算期 2 月 28 日 2 月 28 日 

⑨大株主及び持株比率 西日本鉄道㈱ 9.2％ ㈱井筒屋 100.0％ 

⑩直前事業年度の財政状況及び経営成績 

 平成 26 年 2 月期（連結） 平成 25 年 2 月期（単体） 

純資産 12,150 百万円 366 百万円

総資産 68,025 百万円 12,269 百万円

1株当たり純資産 106 円 03 銭 366,329 円

売上高 87,234 百万円 991 百万円

営業利益 2,208 百万円 464 百万円

経常利益 1,978 百万円 239 百万円
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当期純利益 1,901 百万円 136 百万円

1株当たり当期純利益 16 円 59 銭 136,252 円

 

（６）合併後の状況 

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

更はございません。 

 

 

４．今後の影響 

当社の平成27年2月期第１四半期の連結決算におきまして、上記の完全子会社化及び吸収合併により、

抱合せ株式消滅差損として特別損失が約 41 億円発生する見込みであります。当該損失は、被合併会社（エ

ビス）から受け入れた純資産と当社が所有する同社株式の帳簿価額との差額として計上されるものであ

り、資金支出を伴うものではありません。 

また、当該損失は本日開示いたしました決算短信の平成 27 年２月期通期業績予想に織り込んでおりま

す。 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 26 年４月 14 日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

当期連結業績予想 

（平成 27 年 2 月期） 

87,500 百万円 2,300 百万円   1,800 百万円 △3,800 百万円 

前期連結実績 

（平成 26 年 2 月期） 

87,234 百万円   2,208 百万円    1,978 百万円   1,901 百万円 

 


