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吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ
マックスバリュ西日本株式会社（以下「ＭＶ西日本」といいます。
）
、株式会社マルナカ（以下「マル
ナカ」といいます。）及び株式会社山陽マルナカ（以下「山陽マルナカ」といいます。
）は、本日開催の
各社取締役会において、2021 年３月 1 日を効力発生日として、ＭＶ西日本を存続会社、マルナカ及び山
陽マルナカを消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。
）を行うため、吸収合併契約を締結
することを決議し、締結をいたしましたのでお知らせいたします。
記
１．合併の経緯及び目的
ＭＶ西日本、マルナカ及び山陽マルナカは、
「食」を取り巻く環境の変化に対応し更なる飛躍を果たす
ため、2019 年３月１日に当社を株式交換完全親会社、マルナカ及び山陽マルナカを株式交換完全子会社
とする株式交換を実施し経営統合を進めてまいりましたが、今般、当社を存続会社、マルナカ及び山陽
マルナカを消滅会社とする合併を行うことにより、デジタル改革や物流改革、経営効率化を更に推し進
め、お客さまにより一層価値ある商品・サービスの提供が実現できるものと判断いたしました。
本合併により、相互の経営資源・ノウハウを活かしつつ、３社共通の理念である「地域密着型経営」
を更に深化させることで、お客さまと共に歩み続ける中四国エリアのリージョナルＳＭ企業を目指して
まいります。
２．合併の要旨
（１）合併の日程
取締役会決議日
2020 年 10 月７日
合併契約締結日
2020 年 10 月７日
合併契約承認株主総会
開催いたしません※
合併期日（効力発生日） 2021 年３月１日
※本合併は、ＭＶ西日本においては会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併であり、マルナカ及
び山陽マルナカにおいては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、ＭＶ西日本、
マルナカ及び山陽マルナカにおいて合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行
います。
（２）合併の方式
ＭＶ西日本を存続会社、マルナカ及び山陽マルナカを消滅会社とする吸収合併方式で、マルナカ
及び山陽マルナカは解散いたします。
（３）合併に係る割当ての内容
本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。
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（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
マルナカ及び山陽マルナカは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
３．合併当事会社の概要（2020 年２月 29 日現在）
存続会社
（１）名称
（２）所在地

消滅会社

マックスバリュ西日本株式会社
広島県広島市南区段原南一丁目
３番 52 号

株式会社マルナカ

株式会社山陽マルナカ

香川県高松市円座町 1001 番地

岡山県岡山市南区平福一丁目
305 番地の２

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 平尾 健一

代表取締役社長 齋藤 光義

代表取締役社長 宮宇地

（４）事業内容

スーパーマーケット事業

スーパーマーケット事業

スーパーマーケット事業

（５）資本金

1,705 百万円

100 百万円

25 百万円

（６）設立年月日

1982 年 3 月 5 日

1952 年 3 月 31 日

1953 年 6 月 1 日

（７）発行済株式数

52,513,854 株

138,979 株

18,100 株

（８）決算期

２月末日

２月末日

２月末日

イオン株式会社

71.97％

株式会社フジ
（９）大株主及び持株比率

剛

7.61％

マックスバリュ西日本グループ
社員持株会

1.25％

株式会社コックス

0.80％

丸魚水産株式会社

0.74％

マックスバリュ西日本株式会社

マックスバリュ西日本株式会社

100％

100％

（10）直前会計年度の財政状態及び経営成績
決算期

2020 年２月期（連結）

2020 年２月期（単体）

2020 年２月期（単体）

純資産

99,353 百万円

40,175 百万円

12,461 百万円

総資産

265,429 百万円

118,920 百万円

59,305 百万円

1,890 円 06 銭

289,079 円 04 銭

688,498 円 65 銭

534,037 百万円

176,462 百万円

96,348 百万円

営業利益

2,742 百万円

915 百万円

1,610 百万円

経常利益

3,172 百万円

1,629 百万円

1,535 百万円

△5,327 百万円

△3,171 百万円

480 百万円

△101 円 48 銭

△22,818 円 48 銭

26,538 円 39 銭

1 株当たり純資産
売上高

(親会社株主に帰属する)
当期純利益又は当期純損失（△）
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

４．合併後の状況
存続会社
（１）名称

マックスバリュ西日本株式会社

（２）所在地

広島県広島市南区段原南一丁目３番 52 号

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 平尾 健一

（４）事業内容

スーパーマーケット事業

（５）資本金

1,718 百万円（2020 年８月 31 日現在）

（６）決算期

２月末日

( 7 ) 本社の機能は、広島県広島市南区段原南（現マックスバリュ西日本本社）に配置いたします。

５．今後の見通し
本合併は、完全親子会社間の合併であるため、ＭＶ西日本の連結業績への影響は軽微であります。
以
2

上

