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平成 26 年２月 21 日 

各      位 

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス

代 表 者 名
代表取締役社長 

兼最高執行責任者 山 野 義 友 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号  7571 ） 

問い合わせ先
取締役専務執行役員 

管理本部長    金 木 俊 明 

電 話 番 号 ０３－３３７６－７８７８ 

 

 

当社グループの組織再編を目的とした子会社株式の譲受及び 

当社連結子会社の吸収合併(簡易合併)、並びに連結子会社間の吸収合併 

(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ 

 

当社は、平成26年２月21日開催の取締役会において、当社グループの組織再編を目的として、当社

の連結子会社である堀田丸正株式会社（以下「堀田丸正」といいます。）より、ＨＭリテーリングス

株式会社（以下「ＨＭＲ」といいます。）の全株式を譲り受けること及び、当社によるＨＭＲの吸収

合併を決議し、また当社グループの卸売事業における連結子会社間の吸収合併を行うことを承認いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本組織再編における吸収合併は、当社の100％出資の連結子会社を対象とする簡易吸収合併及

び当社の連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。 

 

記 

 

Ⅰ. 本組織再編の目的及び内容 

当社グループは、美容室経営及びスポーツ用品・和装品・洋装品・宝飾品等の小売事業を全国で店

舗展開するとともに、和装品・洋装品・寝装品等の卸売販売事業を擁し、「ソフトと価値の提供」を

テーマとした顧客満足の向上を目指した諸施策を推進しております。 

堀田丸正の100％子会社であるＨＭＲは、和装用品の小売店舗を38店舗、洋装用品の小売店舗を10店

舗全国展開し、和装・アパレル用品の小売事業を担っております。 

今般、当社グループにおける企業価値の向上と継続的成長を果たすために、小売事業と卸売事業が

持つサービスノウハウは、それぞれの分野でより強化すべきとの判断をし、堀田丸正よりＨＭＲの全

株式を譲り受け、当社の完全子会社とした後、ＨＭＲを吸収合併することを決定いたしました。 

また本日付で堀田丸正は、同社の連結子会社で婦人用品の卸売販売事業を営む丸福商事株式会社（以

下、「丸福」といいます。）を吸収合併することを決議しております。 

本組織再編により、当社グループは、当社を中心とした小売事業へと、堀田丸正を中心とした卸売

事業とへ大きく集約し、今一度、小売事業・卸売事業双方の強みを伸ばす環境を作ることで、連結グ

ループとしての収益力の強化を目指すものであります。またさらに、当社によるＨＭＲの吸収合併、

堀田丸正による丸福商事の吸収合併により、各々の事業効率化を推進し、一層の業績向上を目指して

まいります。 
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Ⅱ. 株式譲受について 

 

１． 連結子会社の概要 

(１) 商号 ＨＭリテーリングス株式会社 

(２) 本店所在地 東京都渋谷区代々木一丁目30番７号 

(３) 代表者 
代表取締役会長 山野 彰英 

代表取締役社長 山野 義友 

(４) 事業内容 和装品、洋装品等の販売 

(５) 資本金の額 100百万円 

(６) 設立年月日 平成24年３月５日 

(７) 大株主及び持株比率 堀田丸正(株)  100.0％ 

(８) 
上場会社と当該会社

の関係等 

資本関係 ＨＭＲは当社の孫会社であります。 

人的関係 
当社の取締役３名が取締役を兼務しておりま

す。 

取引関係 
当社と業務委託契約を締結し、契約内容に基

づき役務の提供を行っております。 

関連当事者へ

の該当状況 

当社の連結子会社であるため、関連当事者へ

該当いたします。 

 

 

２． 株式取得の相手先の概要 

(１) 商号 堀田丸正株式会社 

(２) 本店所在地 東京都中央区日本橋室町四丁目1番11号 

(３) 代表者 代表取締役社長 井上 徹 

(４) 事業内容 和装品、宝飾品、洋装品、寝装品、意匠撚糸等の卸売販売 

(５) 資本金の額 1,975百万円 

(６) 設立年月日 昭和８年２月１日 

(７) 大株主及び持株比率 

当社           51.99％ 

堀田丸正㈱(自己株式)   6.87％ 

㈱ヤマノネットワーク   3.45％ 

柴田守          1.48％ 

㈱三井住友銀行      1.18％ 

(８) 
上場会社と当該会社

の関係等 

資本関係 
当社が発行済株式数の51.99％を保有しており

ます。 

人的関係 
当社の取締役３名が取締役を兼務しておりま

す。 

取引関係 当社が商品の一部を仕入れております。 

関連当事者へ

の該当状況 

当社の連結子会社であるため、関連当事者へ

該当いたします。 

 

 

 



 3

 

３． 取得株式数、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 ０株（間接所有割合：52.0％） 

（２） 取得株式数 2,000株（発行済株式数に対する割合：100.0％） 

（３） 取得価額 380百万円 

（４） 取得価額の算定根拠 

当該株式取得の取得価額算定に当たり、当社は堀田丸正から見

ての外部評価機関である辻・本郷ビジネスコンサルティング株

式会社より事業価値算定書を受領し、堀田丸正は当社から見て

の外部評価機関である株式会社プルータスコンサルティング 

より事業価値算定書を受領し、両社の当該算定結果に基づき当

社及び堀田丸正の間で慎重に協議のうえ上記の取得価額を決

定いたしました。 

（５） 異動後の所有株式数 2,000株（所有割合：100.0％） 

 

４．日程 

平成26年２月21日 取締役会決議(当社及び堀田丸正) 

平成26年２月21日 株式譲渡契約締結 

平成26年４月１日 株式譲受期日 

 

 

 

Ⅲ. 当社による子会社の吸収合併について 

 

１． 合併の要旨 

(1)合併の日程 

平成26年２月21日 吸収合併契約締結承認取締役会決議(当社及びＨＭＲ) 

平成26年２月21日 吸収合併契約締結 

平成26年３月17日 臨時株主総会(予定)(ＨＭＲ) 

平成26年７月１日 本合併の効力発生日（予定） 

（注）会社法第796条第３項に定める簡易合併の規定により、当社において合併契約に関する株主総

会の承認を得ることなく行うものであります。 

 

(2)合併の方式 

平成26年４月１日の株式譲受によりＨＭＲを当社の100％子会社とした後、当社を存続会社、ＨＭＲ

を消滅会社とする吸収合併方式といたします。 

 

(3)合併に係る割当ての内容 

該当事項はありません。 

 

(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い 

 該当事項はありません。 
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２． 合併当事会社の概要 

（平成25年３月31日現在） 

(１)商号 
株式会社ヤマノホールディングス 

（存続会社） 

ＨＭリテーリングス株式会社 

（消滅会社） 

(２)本店所在地 東京都渋谷区代々木１丁目30番７号 東京都渋谷区代々木１丁目30番７号 

(３)代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 山野 義友 代表取締役会長 山野 彰英 

代表取締役社長 山野 義友 

(４)事業内容 
スポーツ用品、和装品、洋装品、宝飾

品等の販売 

和装品、洋装品等の販売 

(５)資本金 255百万円 100百万円 

(６)設立年月日 昭和62年２月20日 平成24年３月５日 

(７)発行済株式数 34,497,058株 2,000株 

(８)決算期 ３月31日 ３月31日 

(９)大株主及び 

持株比率 

㈱ヤマノネットワーク  16.7％ 

山野彰英        13.8％ 

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾙｽ&ﾋﾞｭｰﾃｨ    8.1％ 

㈱ヤマノ         4.3％ 

YHC取引先持株会      3.2％ 

堀田丸正(株)  100.0％ ※ 

(10)直近事業年度の経営成績及び財務状態 

決算期 平成25年３月期（連結） 平成25年３月期（個別） 

純資産 2,763百万円   122百万円   

総資産 11,644百万円   1,647百万円   

１株当たり純資産 21.09円   61,035.40円   

売上高 23,695百万円   3,016百万円   

営業利益 514百万円   61百万円   

経常利益 483百万円   51百万円   

当期純利益 417百万円   20百万円   

１株当たり純利益 11.65円   10,426.21円   

１株当たり配当金 ―   ―   

※ 当社がＨＭＲ全株式を取得し、当社の完全子会社とした上で吸収合併を実施いたします。 

 

３． 合併後の状況 

本合併による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変

更はありません。 

 

Ⅳ. 連結子会社間の合併について 

 

１． 合併の要旨 

(1)合併の日程 

平成26年２月21日 吸収合併契約締結承認取締役会決議(堀田丸正及び丸福) 

平成26年２月21日 吸収合併契約締結 

平成26年10月１日 合併の効力発生日（予定） 
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(2)合併の方式 

堀田丸正を存続会社、丸福を消滅会社とする吸収合併方式といたします。 

 

(3)合併に係る割当ての内容 

該当事項はありません。 

 

(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い 

 該当事項はありません。 

 

２． 合併当事会社の概要 

（平成25年３月31日現在） 

(１)商号 
堀田丸正株式会社 

（存続会社） 

丸福商事株式会社 

（消滅会社） 

(２)本店所在地 
東京都中央区日本橋室町四丁目1番

11号 

福岡県福岡市東区多の津四丁目11-５

(３)代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 井上 徹 代表取締役社長 太田 功 

(４)事業内容 
和装品、宝飾品、洋装品、寝装品及

び意匠撚糸等の卸売販売 

婦人服の卸売販売 

(５)資本金 1,975百万円 95百万円 

(６)設立年月日 昭和８年２月１日 昭和27年4月 

(７)発行済株式数 49,280,697株 190,000株 

(８)決算期 ３月31日 ３月31日 

(９)大株主及び 

持株比率 

当社          51.99％ 

堀田丸正㈱(自己株式)  6.87％ 

㈱ヤマノネットワーク  3.45％ 

柴田守         1.48％ 

㈱三井住友銀行     1.18％ 

堀田丸正(株)   100.0％  

(10)直近事業年度の経営成績及び財務状態 

決算期 平成25年３月期（連結） 平成25年３月期（個別） 

純資産 3,191百万円   36百万円   

総資産 6,540百万円   790百万円   

１株当たり純資産 69.53円   194.21円   

売上高 11,092百万円   2,075百万円   

営業利益 85百万円   21百万円   

経常利益 120百万円   13百万円   

当期純利益 106百万円   12百万円   

１株当たり純利益 2.31円   64.49円   

１株当たり配当金 2.00円   ―   

 

３． 合併後の状況 

本合併により存続会社である堀田丸正の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資

本金及び決算期の変更はありません。 
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Ⅴ. 今後の見通し 

今回の組織再編はグループ内取引であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 

 

 

(ご参考) 当期連結業績予想(平成 25年５月 15日公表分)及び前期連結実績     (単位:百万円) 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期業績予想 

(平成 26 年３月期) 
24,600 540 510 300

前期実績 

(平成 25 年３月期) 
23,695 514 483 417

 


