
　各　　位

　 会社名 株式会社　キ　ム　ラ

代表者名 代表取締役社長　木村勇介

（コード番号　７４６１）

問合せ先 取締役管理本部長　新榮功明

電　　話 011-721-4311（代表）

　　　　　　　　連結子会社間の事業譲渡、連結子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

　平成 23年 7月 19 日開催の当社取締役会において、当社の１００％出資子会社である株式会社グッドー

の小売事業を連結子会社である株式会社ジョイフルエーケーに事業譲渡した後、株式会社グッドーを当社に

吸収合併（簡易合併）することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

　なお、本事業譲渡並びに合併は連結子会社を対象とする事業譲渡・吸収合併であるため、開示事項、内容

を一部省略して開示しております。

　１．株式会社グッドーの小売事業を株式会社ジョイフルエーケーへの事業譲渡について

(1)事業譲渡の理由

　　　景気低迷や少子高齢化などにより消費環境が激変する中、ホームセンター業界におきましても、

　業種や業態を超えた競争が激化しており、厳しい経営環境が続いております。

　　　このような状況のもと、当社は、小売事業をグループの基幹業務と位置付けており、小売事業に

　よる地域対応の深耕やグループ経営資源の活用を推進するとともに、事業体制の再構築を進める

　ことにより、さらなる競争力の強化と経営効率化を図ることが最善であると判断いたしました。

　　　この度の締結は、株式会社グッドーが営む地域密着型の店舗と株式会社ジョイフルエーケーが営

　むグローバル店舗の小売事業の運営子会社を集約統合するものであります。

(2)事業譲渡の概要

　①　譲渡事業の内容

　　株式会社グッドーが行う小売事業（ホームセンター）。

　②　譲渡事業の直近２期における経営成績　　　　　　　（単位：百万円）

売　上　高

売上総利益

　今回譲渡する事業については、販売費及び一般管理費を区分することが困難であるため、

　売上高及び売上総利益のみ開示しております。

　なお、株式会社グッドーの経営成績は以下のとおりです。

　　　　　（単位：百万円）

売　上　高

売上総利益

営業利益

経常利益

記

平成 23 年 7 月 19 日

平成２３年２月期

1,044
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231

△5

平成２２年２月期 平成２３年２月期

1,011

247
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平成２２年２月期

△2

11

15



　③　譲渡資産・負債の項目及び金額（平成23年２月28日現在）

　④　譲渡価額及び決済方法

　　譲渡価格　　　事業譲渡期日における時価により決定いたします。

　　決済方法　　　当事者間で協議のうえで決定いたします。

(3)事業譲渡先子会社及び事業譲渡子会社の概要

＜事業譲渡先子会社の概要＞

　商　　号 　株式会社ジョイフルエーケー

　事業内容 　 ホームセンターの経営

　設立年月日

　本店所在地   札幌市東区北６条東２丁目３番１号

　代表者の役職・氏名 　代表取締役社長　木村勇介

　資本金の額 　 ９８０ 百万円

　㈱キムラ　　　　　　　　　 51.0%

　㈱ジョイフルカンパニー　 24.5%

　アークランドサカモト㈱　 24.5%

資本関係 当子会社は当社５１％出資の持分子会社であります。

人的関係 当子会社の一部役員は当社役員が兼務しております。

取引関係 当社商品の一部を販売しております。

＜事業譲渡子会社の概要＞

　商　　号 　株式会社グッドー

　事業内容  　ホームセンターの経営

　設立年月日

　本店所在地   札幌市東区北６条東２丁目３番１号

　代表者の役職・氏名 　代表取締役社長　猪狩哲夫

　資本金の額 　 ９０ 百万円

　大株主および持株比率 　株式会社キムラ　（１００％出資）　　　　　　　　　

資本関係 当子会社は当社１００％出資の子会社であります。

人的関係 当子会社の一部役員は当社役員が兼務しております。

取引関係 当社商品の一部を販売しております。

(4)日程

取締役会決議

事業譲渡契約締結

事業譲渡期日 平成２３年９月　１日（予定）

(5)今後の見通し

　本件につきましては、当社グループ間での譲渡でありますので、当社及び当社グループの平成２４年

３月期連結業績に与える影響は軽微であります。

  昭和５８年５月１０日

平成２３年７月１９日

平成２３年７月１９日

　当社と当該会社の関係等

　平成１３年８月１日

　　　　　　　45 百万円

　　　　　　　　0 百万円

　大株主および持株比率

　当社と当該会社の関係等

資　　　　産 負　　　　債

項　目 帳簿価額 項　目 帳簿価額

　　　　　　　45 百万円

流動資産

固定資産

合　計

流動負債

固定負債

合　計

　　　　　　230 百万円

　　　　　　　　6 百万円

　　　　 　　236 百万円



　２．当社による株式会社グッドーの吸収合併（簡易合併）について

(1)合併の目的

　　　当社グループ全体の経営資源等の効率的な管理と運用を図るためであります。

(2)合併の要旨

　①　合併の日程

合併契約承認取締役会

合併契約締結 　 平成２３年７月１９日

合併の予定日（効力発生日） 平成２３年９月　１日 （予定）

（注）本合併は、会社法第796条第３項に定める簡易合併および同法第784条第１項に定める

　　　略式合併の規定により、当社およびグッドー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　合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社グッドーは解散いたします。

　③　合併に係る割当ての内容

本合併による新株式の発行および資本金の増加はありません。

　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り扱い

当該事項はありません。

(3)合併当事会社の概要

(1)  商　　号

(3)  設 立 年 月 日

(4)  本 店 所 在 地

(5)  代表者の役職・氏名

(6)  資 本 金

(7)  発行済株式数

(8)  純 資 産 

(9)  総 資 産 

(10) １株当たり純資産

(11) 売 上 高

(12) 営 業 利 益

(13) 経 常 利 益

(14) 当 期 純 利 益

(15) １株当たり当期純利益

(16) 事業年度の末日

(17)大株主および持株比率 　　（有）木村管材 　     　 ２８．８％

　  　（平成２３年３月３１日現在） 　　 自社取引先持株会　 １０．５％

(4)合併後の存続会社について

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。

(5)今後の見通し

本件につきましては、当社および当社グループの平成２４年３月期連結業績に与える影響は軽微であり

ます。

以　　上

　 　　４３９．３２円　【連結】

　　 　８４９ 百万円  【連結】  　△２ 百万円　【単体】

△９１０．００円　【単体】

 　△２ 百万円　【単体】　 　　３６８ 百万円　【連結】

 　７，４８０ 百万円　【連結】 　１８３ 百万円　【単体】

 ７９３ 百万円  ９０ 百万円

 代表取締役社長　猪狩哲夫

 １８，４１３ 百万円　【連結】 　５９５ 百万円　【単体】

 ３月  ２月

 ２６，０４０ 百万円　【連結】

　　 　９０９ 百万円  【連結】

  ９６５ 百万円　【単体】

 　△５ 百万円　【単体】

　   　　２４．８３円　【連結】

　６１，０００円　【単体】

  ㈱キムラ　１００．０％

 ホームセンターの経営及び不動産の賃貸

 札幌市東区北６条東２丁目３番１号  札幌市東区北６条東２丁目３番１号

 昭和 26 年１月 10 日  昭和 58 年 5 月 10 日

 代表取締役社長　木村勇介

 １５，１８０，０００ 株  ３，０００ 株

株式会社グッドー（消滅会社）

 住宅資材の卸売事業、不動産の賃貸

   及び販売、建築足場レンタル事業

平成２３年７月１９日

(2)  事 業 内 容

株式会社キムラ（存続会社）


