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マックスバリュ中部株式会社 

代表取締役社長 鈴木 芳知 

 

マックスバリュ中部株式会社（以下「当社」といいます。）とマックスバリュ東海株式会社

（以下「ＭＶ東海」といいます。）とは、ＭＶ東海を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅

会社として、2019 年４月 10 日付で吸収合併契約（以下「本契約」といいます。）を締結しま

した。 

会社法及び会社法施行規則の定めによる本契約に伴う吸収合併（以下「本吸収合併」といい

ます。）に関する当社の事前開示事項は以下の通りです。 

 

１． 吸収合併契約の内容（会社法第 782 条第 1項第 1号） 

別紙１「吸収合併契約書」のとおりです。 

 

２． 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第 1項第 1号） 

別紙２「合併対価の相当性に関する事項」のとおりです。 

 

３． 合併対価について参考となるべき事項（会社法施行規則第 182 条第 1項第 2号） 

別紙３「合併対価について参考となるべき事項」のとおりです。 

 

４． 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第 1

項第 3号） 

当社及びＭＶ東海は、両社合意のうえ、本吸収合併に当たり、本契約書に記載のとおり、

当社の第１回新株予約権から第12回新株予約権の各新株予約権に対し本契約書別紙２-①

-１記載要領（同②-１から同⑫-１も同様）に従い、それぞれＭＶ東海の新株予約権を交

付いたします。上記交付の取り扱いは、当社の株主と新株予約権者の利益を等しく尊重す

る観点から、本契約書に記載の合併比率によって本合併が行われることを前提として、当

社の新株予約権と実質的に同内容かつ同数の当社の新株予約権を交付するものであり、相

当であると考えております。 

 

５． 計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 182 条第 1項第 4号及び同条第 6項） 



（１） 吸収合併存続会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 182 条第 6項第 1

号） 

① 最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 182 条第 6項第 1号イ） 

別紙４「吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類の内容」のとおりです。 

 

② 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする当該臨時計算書類等の内容（会社

法施行規則第 184 条第 6項第 1号ロ） 

該当事項はありません。 

 

③ 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 182 条第 6 項

第 1号ハ） 

ＭＶ東海及びイオンビッグ株式会社（以下「イオンビッグ」という）は、ＭＶ東

海を吸収分割会社、イオンビッグを吸収分割承継会社として、ＭＶ東海が営むデ

ィスカウントストア事業に関して有する権利義務をイオンビッグに承継させる吸

収分割を行う旨の吸収分割契約を 2019 年４月 10 日付で締結し、その効力は 2019

年７月１日に発生する予定です。 

 

（２） 吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 182 条第 6項第 2

号） 

① 吸収合併消滅会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重

大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社

法施行規則第 182 条第 6項第 2号イ） 

当社及びイオンビッグは、当社を吸収分割会社、イオンビッグを吸収分割承継

会社として、当社が営むディスカウントストア事業に関して有する権利義務をイ

オンビッグに承継させる吸収分割を行う旨の吸収分割契約を 2019 年４月 10 日付

で締結し、その効力は 2019 年６月１日に発生する予定です。 

 

６． 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関す

る事項（会社法施行規則第 182 条第 1項第 5号） 

 ＭＶ東海の 2019 年 2 月 28 日の貸借対照表における資産の額は 72,812 百万円、負債の

額は 22,809 百万円、純資産の額は 50,003 百万円です。また、当社の 2019 年 2 月 28 日現

在の資産の額は 47,004 百万円、負債の額は 27,313 百万円、純資産の額は 19,690 百万円

です。 

本吸収合併の効力発生日までに当社及びＭＶ東海はディスカウント事業を分割し、イオ

ンビッグが金銭を対価として承継する予定ですが、本吸収合併後に見込まれる当社の資産



の額は負債の額を十分に上回る見込みです。 

以上の理由により、効力発生日（2019 年 9 月１日）以降におけるＭＶ東海の債務につい

て、履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

 

以上 

 



別紙１ 

 

 

 

吸収合併契約書 

 











































































































 
別紙２ 

 

 

 

合併対価の相当性に関する事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．本合併に際して交付する株式の数及び株式の割当ての相当性に関する事項 

（１）本合併に係る割当ての内容  
  

会社名 
ＭＶ東海 

（吸収合併存続会社） 
当社 

（吸収合併消滅会社） 

本合併に係る割当ての内容 １ 0.59 
  

（注１）本合併に係る割当比率（以下「本合併比率」といいます。） 

ＭＶ東海は、ＭＶ中部の普通株式（以下「ＭＶ中部株式」といいます。）１株に対して、

ＭＶ東海の普通株式（以下「ＭＶ東海株式」といいます。）0.59株を割当て交付いたしま

す。ただし、本合併の効力発生日直前（以下「基準時」といいます。）にＭＶ中部が保有

する自己株式（2019年２月28日現在235,388株）については本合併による株式の割当ては行

いません。なお、上記の本合併比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場

合、両社協議の上、変更することがあります。 

（注２）本合併により交付するＭＶ東海株式数 

ＭＶ東海は、本合併によりＭＶ東海株式を割当て交付するに際し、新たに普通株式を発行

する予定であります。ＭＶ東海は、本合併に際して、基準時のＭＶ中部の株主名簿に記載

又は記録されたＭＶ中部の株主（ただし、ＭＶ中部を除きます。）に対して、上記表に記

載の本合併比率に基づいて算出した数のＭＶ東海株式を割当て交付する予定です。したが

って、ＭＶ中部の株主から株式買取請求権の行使がなされるなどして、ＭＶ中部の2019年

２月28日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合等においては、ＭＶ東海が

交付する株式数が変動することになります。 

（注３）単元未満株式の取扱い 

本合併により、ＭＶ東海の単元未満株式（100株未満の株式）を保有することとなるＭＶ中

部の株主の皆様におかれましては、ＭＶ東海株式に関する以下の制度をご利用いただくこ

とができます。なお、金融商品取引所市場においては単元未満株式を売却することはでき

ません。 

①単元未満株式の買増制度（１単元（100株）への買増し） 

会社法第194条第１項及びＭＶ東海の定款の規定に基づき、ＭＶ東海の単元未満株式を

保有する株主の皆様が、ＭＶ東海に対し、自己の保有する単元未満株式とあわせて１単

元（100株）となる数のＭＶ東海株式を売り渡すことを請求し、これを買い増すことがで

きる制度です。 

②単元未満株式の買取制度（１単元（100株）未満株式の売却） 

会社法第192条第１項の規定に基づき、ＭＶ東海の単元未満株式を保有する株主の皆様

が、ＭＶ東海に対し、自己の保有する単元未満株式の買取を請求することができる制度

です。 

（注４）１株に満たない端数の処理 

本合併に伴い、ＭＶ東海株式１株に満たない端数の割当てを受けることとなるＭＶ中部の

株主の皆様に対しては、会社法第234条その他の関連法令の定めに従い、ＭＶ東海が、ＭＶ

中部株式１株に満たない端数部分に応じた金額を現金でお支払いいたします。 

 

（２）割当ての内容の根拠等 

①算定の基礎 

ＭＶ東海の第三者算定機関である株式会社ＡＧＳコンサルティング（以

下「ＡＧＳコンサルティング」といいます。）は、イオン株式会社（以下

「イオン」といいます。）、ＭＶ東海及びＭＶ中部の関連当事者には該当

せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。ま

た、当社の第三者算定機関である山田コンサルティンググループ株式会社

（以下「ＹＣＧ」といいます。）は、イオン、ＭＶ東海及びＭＶ中部の関

連当事者には該当せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係を有し

ておりません。 

②算定の概要 

本合併における合併比率その他本合併の公正性を担保するため、ＭＶ東

海は株式会社ＡＧＳコンサルティング（以下「ＡＧＳコンサルティング」



といいます。）を、ＭＶ中部は山田コンサルティンググループ株式会社

（以下「ＹＣＧ」といいます。）をそれぞれ第三者算定機関として選定し、

本格的な検討を開始いたしました。 

両社は、それぞれ、当該第三者算定機関に対し、本合併に用いられる合

併比率の算定を依頼し、当該第三者算定機関による算定結果を参考に、か

つ相手方に対して実施したデューディリジェンスの結果等を踏まえて、そ

れぞれの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案

し、両社の間で合併比率について慎重に交渉・協議を複数回にわたり重ね

てまいりました。 

そして、ＭＶ東海においては、イオン株式会社（以下「イオン」といい

ます。）及びＭＶ中部と利害関係を有しないＭＶ東海の社外取締役であり、

かつ、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）

の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員（以下「独立役員」と

いいます。）である中西安廣氏、立石雅世氏並びに、イオン及びＭＶ中部

と利害関係を有しないＭＶ東海の社外監査役であり、かつ、独立役員であ

る小坂田成宏氏から2019年４月10日付で受領した本合併の目的、ＭＶ東海

の企業価値向上、本合併における合併比率の妥当性、交渉過程及び意思決

定過程の手続の公正性等の観点から総合的に判断して、本合併に関するＭ

Ｖ東海の決定がＭＶ東海の少数株主にとって不利益でないと判断される旨

の意見書を取得したことを踏まえ、最終的に本合併比率が、ＭＶ東海の第

三者算定機関であるＡＧＳコンサルティングによる合併比率の算定結果の

うち、[市場株価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下

「ＤＣＦ法」といいます。）による算定結果のレンジの範囲内であること

から妥当であり、当社の少数株主の利益を損なうものではないとの判断に

至りました。 

ＭＶ中部においては、イオン及びＭＶ東海と利害関係を有しないＭＶ中

部の社外取締役であり、かつ、独立役員である高島健一氏、矢部謙介氏,並

びにイオン及びＭＶ東海と利害関係を有しないＭＶ中部の社外監査役であ

り、かつ、独立役員である清水良寛氏から2019年４月10日付で受領した本

合併の目的、本合併における合併比率の妥当性、交渉過程及び意思決定過

程の手続の公正性等の観点から総合的に判断して、本合併に関するＭＶ中

部の決定がＭＶ中部の少数株主にとって不利益でないと判断される旨の意

見書を取得したことを踏まえ、最終的に本合併比率が、ＭＶ中部の第三者

算定機関であるＹＣＧによる合併比率の算定結果のうち、市場株価法及び

ＤＣＦ法による算定結果のレンジの範囲内であることから妥当であり、Ｍ

Ｖ中部の少数株主の利益を損なうものではないとの判断に至りました。 

③存続会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

本合併によりＭＶ東海の資本金の額は増加しません。準備金の額につい

ては、会社計算規則第３５条に定めるところに従って、当社とＭＶ東海が

協議の上、ＭＶ東海が決定いたします。 

④対価としてＭＶ東海の株式を選択した理由 

当社及びＭＶ東海は本合併に係る当社の株式に対する交換対価として、

吸収合併存続会社となるＭＶ東海の株式を選択しました。ＭＶ東海の株式

は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場

第二部に上場されており、当社の株式は名古屋証券取引所市場第二部に上



場されており、当社の株式の所有数に応じて一部の株主様において単元未

満株式の割当のみを受ける可能性はあるものの、１単元以上の株式につい

て引き続き東京証券取引所において取引が可能であり、株式の流動性を確

保できること、及び当社株式を有する株主の皆様は吸収合併存続会社とな

るＭＶ東海の株式を受け取ることにより、本合併による統合効果を享受す

ることが可能であることを考慮して、ＭＶ東海の株式を本合併に係る対価

とすることが適切であると判断いたしました。 

⑤公正性を担保するための措置 
本合併においては、イオンがＭＶ東海及びＭＶ中部それぞれの親会社で

あることから、本合併は両社にとって支配株主との重要な取引等に該当し、
公正性を担保する必要があると判断しました。 

ＭＶ東海及びＭＶ中部は、上記②記載のとおり、それぞれ独立した第三

者算定機関を選定し、合併比率算定書を取得しました。 

⑥利益相反を回避するための措置 
本合併は、イオンがＭＶ東海及びＭＶ中部それぞれの親会社であり、イ

オンを通じて相互に利益相反が生じ得る構造が存在することから、利益相
反を回避するためとして以下の措置を実施しております。 
1)ＭＶ東海における利害関係を有しない独立役員からの意見の取得 

上記②記載のとおり、イオン及びＭＶ中部と利害関係を有しないＭＶ東
海の社外取締役であり、かつ、独立役員である中西安廣氏及び立石雅世氏
並びにイオン及びＭＶ中部と利害関係を有しないＭＶ東海の社外監査役で
あり、かつ、独立役員である小坂田成宏氏から、本合併に係る割当ての内
容は公正であり、本合併はＭＶ東海の少数株主にとって不利益ではないと
判断される旨の意見書をＭＶ東海の取締役会に対して提出しております。 
2)ＭＶ東海における利害関係を有する取締役及び監査役を除く取締役全員
の承認並びに監査役全員の異議がない旨の意見 

2019年４月10日開催のＭＶ東海の取締役会において、本合併に関する議
案は、ＭＶ東海の取締役全員一致により承認可決されており、かつ、ＭＶ
東海の監査役４名のうち利害関係を有する橋本幸一氏、南舘忠夫氏及び居
城泰彦氏の３名を除く１名が、上記決議に異議がない旨の意見を述べてお
ります。 
3)ＭＶ中部における利害関係を有しない独立役員からの意見の取得 

上記②記載のとおり、イオン及びＭＶ東海と利害関係を有しないＭＶ中
部の社外取締役であり、かつ、独立役員である高島健一氏及び矢部謙介氏
並びにイオン及びＭＶ東海と利害関係を有しないＭＶ中部の社外監査役で
あり、かつ、独立役員である清水良寛氏から、本合併に係る割当ての内容
は公正であり、本合併はＭＶ中部の少数株主にとって不利益ではないと判
断される旨の意見書をＭＶ中部の取締役会に対して提出しております。 
4)ＭＶ中部における利害関係を有する取締役及び監査役を除く取締役全員
の承認並びに監査役全員の異議がない旨の意見 

2019年４月10日開催のＭＶ中部の取締役会において、本合併に関する議

案は、ＭＶ中部の取締役全員一致により承認可決されており、かつ、ＭＶ

中部の監査役４名のうち利害関係を有する太田年和氏、本間三男氏及び福

井惠子氏の３名を除く１名が、上記決議に異議がない旨の意見を述べてお

ります。 

 

 

 

 



当社の第三者算定機関による分析概要 

 

ＹＣＧは、ＭＶ東海については、同社が東京証券取引所に上場しており、市場株価

が存在することから市場株価法を、また将来の事業活動の状況を評価に反映するため

ＤＣＦ法を、それぞれ採用して算定を行いました。 

当社については、当社が名古屋証券取引所に上場しており、市場株価が存在するこ

とから市場株価法を、また将来の事業活動の状況を評価に反映するためＤＣＦ法を、

それぞれ採用して算定しました。 

ＭＶ東海株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の各算定方法による算定結果

は、それぞれ以下のとおりです。 
  

採用手法 合併比率の算定レンジ 

市場株価法 0.55～0.66 

ＤＣＦ法 0.51～0.72 
  

なお、市場株価法については、2019年４月９日を算定基準日として、ＭＶ東海株式

及び当社株式それぞれの東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場における基準日の

終値、並びに算定基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の各期間の取引日

における終値単純平均値を採用いたしました。 

ＤＣＦ法では、ＭＶ東海については、ＭＶ東海の事業計画、直近までの業績の動向、

一般に公開された情報等の諸要素を考慮したＭＶ東海の財務予測に基づき、ＭＶ東海

が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、当社については、当社

の事業計画、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した当

社の財務予測に基づき、当社が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フロ

ーを、それぞれ一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値や株式価値

を評価しております。具体的には、ＭＶ東海については、割引率を5.20％～5.70％と

し、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率法では永久成長

率を△0.25％～0.25％として評価しております。一方、当社については、割引率を

4.37％～4.87％とし、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長

率法では永久成長率を△0.25％～0.25％として評価しております。それらの結果を基

に合併比率のレンジを0.51～0.72として算定しております。 

ＹＣＧは、合併比率の算定に際して、ＭＶ東海及び当社から提供を受けた情報、一

般に公開された情報等を使用し、それらの資料、情報等が、全て正確かつ完全なもの

であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っており

ません。また、ＭＶ東海及び当社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、

個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておら

ず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。ＹＣＧの合併比率の算

定は、算定基準日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、ＭＶ東海及び

当社の財務予測（利益計画その他の情報を含みます。）については、ＭＶ東海及び当

社により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に検討又は作成された

ことを前提としております。 

なお、ＹＣＧがＤＣＦ法による算定の前提としたＭＶ東海から提供を受けた財務予

測については、大幅な増減益は見込まれておりませんが、当社から提供を受けた財務

予測については、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的

には、2021年２月期の当期純利益に関して、既存店の活性化、生産性向上に向けたＩ

Ｔ関連投資、不採算店舗の閉鎖等により、前事業年度比30.6％の増加を見込んでおり



ます。 



 
ＭＶ東海の合併比率に関する第三者算定機関の分析概要 

 

ＡＧＳコンサルティングは、ＭＶ東海については、同社が東京証券取引所に上場し

ており、市場株価が存在することから市場株価法を、また将来の事業活動の状況を評

価に反映するためＤＣＦ法を、それぞれ採用して算定しました。当社については、同

社が名古屋証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、

また将来の事業活動の状況を評価に反映するためＤＣＦ法を、それぞれ採用して算定

しました。 

ＭＶ東海株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の各算定方法による算定結果

は、それぞれ以下のとおりです。 
  

採用手法 合併比率の算定レンジ 

市場株価法 0.55～0.66 

ＤＣＦ法 0.45～0.68 
  

なお、市場株価法については、2019年４月９日を算定基準日として、ＭＶ東海株式

及び当社株式それぞれの東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場における基準日の

終値、並びに算定基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の各期間の取引日

における終値単純平均値を採用いたしました。 

ＤＣＦ法では、ＭＶ東海については、ＭＶ東海の事業計画、直近までの業績の動向、

一般に公開された情報等の諸要素を考慮したＭＶ東海の財務予測に基づき、ＭＶ東海

が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、当社については、当社

の事業計画、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した当

社の財務予測に基づき、当社が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フロ

ーを、それぞれ一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値や株式価値

を評価しております。具体的には、ＭＶ東海については、割引率を3.98％～4.98％と

し、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率法では永久成長

率を０％として評価しております。一方、当社については、割引率を3.98％～4.98％

とし、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率法では永久成

長率を０％として評価しております。それらの結果を基に合併比率のレンジを0.45～

0.68として算定しております。 

ＡＧＳコンサルティングは、合併比率の算定に際して、ＭＶ東海及び当社から提供

を受けた情報、一般に公開された情報等を使用し、それらの資料、情報等が、全て正

確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の

検証を行っておりません。また、ＭＶ東海及び当社の資産又は負債（偶発債務を含み

ます。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又

は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。Ａ

ＧＳコンサルティングの合併比率の算定は、算定基準日現在までの情報及び経済条件

を反映したものであり、ＭＶ東海及び当社の財務予測（利益計画その他の情報を含み

ます。）については、本合併の実施を前提としておらず、ＭＶ東海及び当社により現

時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提

としております。 

なお、ＡＧＳコンサルティングがＤＣＦ法による算定の前提としたＭＶ東海から提

供を受けた財務予測については、大幅な増減益は見込まれておりませんが、当社から

提供を受けた財務予測については、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれて

おります。具体的には、2021年２月期の当期純利益に関して、既存店の活性化、生産



性向上に向けたＩＴ関連投資、不採算店舗の閉鎖等により、前事業年度比30.6％の増

加を見込んでおります。 
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合併対価について参考となるべき事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．合併対価について参考となるべき事項 

（１）ＭＶ東海の定款の内容 

ＭＶ東海の定款は下記の通りであります。なお下記の定款は現時点のもので

あり、2019年５月24日開催予定のＭＶ東海の第57期定時株主総会において、定

款一部変更の議案が上程される予定であります。 

  

 

記 

  

マックスバリュ東海株式会社定款 
  

 

第 １ 章  総     則 

（商 号） 

第１条  当会社は、マックスバリュ東海株式会社と称する。 

英文では Ｍａｘｖａｌｕ Ｔｏｋａｉ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． とする。 

 

（目 的） 

第２条  当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

１． 下記物品の売買業、問屋業、仲介業および代理業 

（１）食糧、砂糖、油脂、肥料、飼料およびこれらの原料、畜類、農畜水産物、

その他の食料、飲料 

（２）米穀、塩、酒類、たばこ、古物、切手、印紙、宝くじ、度量衡器、計量器

および入場券・乗車船券等 

（３）衣料用繊維製品、各種毛皮製品およびこれらの原料 

（４）医薬品、医薬部外品、医療用具、工業用（毒物、劇物、アルコール、火薬

類を含む）・農業用・動物用薬品、合成樹脂、化粧品、染料およびこれらの

原料 

（５）電気・電子・通信用機器、光学・事務用機器、各種精密機器、器具、工具

およびこれらの部品 

（６）ゴム類、紙類、日用雑貨品および木材、木製品ならびにセメント・ガラス

その他の窯業製品 

（７）美術工芸品、骨董品、貴金属類、宝石類、時計、眼鏡、墓石、碑石および

神仏具 

（８）印刷物、出版物、書籍類、事務用品、レコード、楽器、スポーツ用品、玩

具、鳥獣魚介、ペット用品、園芸用品、家具、寝具類、家庭電気製品および

その他住宅関連用品 

（９）前各号物品の開発および管理業 

２． スーパーマーケット・百貨小売業および各種企業のビジネス活動に関する

情報の収集・分析、経営指導ならびに業務受託 

３． 不動産の売買および賃貸 

４． プレイガイド、飲食店、クリーニング業、駐車場、倉庫業および薬局の経

営 

５． 一般乗用旅客自動車運送事業、貨物運送事業、利用運送事業ならびにその

代理業 



６． 自動車その他車両の販売（これら部品・附属品を含む） 

７． コンピューターソフトウェアの企画・開発・取得・制作・売買・賃貸・斡

旋・輸出入・保全ならびにこれらの仲介 

８． 音声・映像のソフトウェア（映画、レコード、ビデオ・コンパクトディス

ク等）の売買ならびに賃貸 

９． 情報の処理・提供サービス 

10． クレジットカードの取扱い、割賦販売および通信販売 

11． 食品成分分析、食品添加物および鮮度・変質検査、微生物・有害物質なら

びに水質検査 

12． 有価証券の投資・運用・仲介、金銭貸借 

13． 介護保険法に基づく居宅サービス事業および介護予防サービス事業 

14． 上記各項に附帯する一切の業務 

  

（本店の所在地） 

第３条  当会社は、本店を静岡県駿東郡長泉町に置く。 

  

（機 関） 

第４条  当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置くものとする。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

（３）監査役会 

（４）会計監査人 

  

（公告方法） 

第５条  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない

事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新

聞に掲載して行う。 

  

第 ２ 章  株     式 

  

（発行可能株式総数） 

第６条  当会社の発行可能株式総数は、4,000万株とする。 

  

（自己の株式の取得） 

第７条  当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって同

条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。 

  

（単元株式数） 

第８条  当会社の単元株式数は、100株とする。 

 

（単元未満株式の買増し） 

第９条  当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところによりその有する単元未満

株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求すること

ができる。ただし、当会社が当該請求にかかる株式を保有していない場合は

この限りではない。 



  

（株主名簿管理人） 

第10条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２． 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、

これを公告する。 

３． 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株

主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託

し、当会社においては取扱わない。 

 

（株式取扱規程） 

第11条  当会社の株式の名義書換、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式に

関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において

定める株式取扱規程による。 

 

第 ３ 章  株 主 総 会 

 

（招 集） 

第12条  当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後３か月以内に招集し、臨時株

主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第13条  当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年２月末日とする。 

 

（招集地） 

第14条  当会社は、静岡県で株主総会を開催する。 

 

（招集権者および議長） 

第15条  株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 

２． 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第16条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書

類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省

令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することによ

り、株主に対して提供したものとみなすことができる。 

 

（決議の方法） 

第17条  株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２． 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 



第18条  株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決

権を行使することができる。 

２． 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提

出しなければならない。 

 

（議事録） 

第19条  株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に

定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。 

 

第 ４ 章  取締役および取締役会 

 

（員 数） 

第20条  当会社の取締役は、10名以内とする。 

 

（選任方法） 

第21条  取締役は、株主総会において選任する。 

２． 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３． 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

 

（任 期） 

第22条  取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第23条  代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 

２． 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各１名、取締役

副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 

３． 当会社は取締役会の決議により、顧問および相談役を定めることができる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第24条  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招

集し、議長となる。 

２． 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第25条  取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役および各監査役に対

して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが

できる。 

２． 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで

取締役会を開催することができる。 

 

（取締役会の決議方法） 

第26条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、



出席した取締役の過半数をもって行う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第27条  当会社は、取締役（当該決議事項について議決に加わることができるものに

限る。）の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により

同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議

があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べ

たときはこの限りでない。 

 

（取締役会の議事録） 

第28条  取締役会の議事録は法令の定めるところにより書面または電磁的記録をも

って作成し、出席した取締役および監査役がこれに署名もしくは記名押印し、

または電子署名を行う。 

 

（取締役会規程） 

第29条  取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定

める取締役会規程による。 

 

（報酬等） 

第30条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産

上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 

 

（社外取締役の責任免除） 

第31条  当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法

第423条第１項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万

円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額と

する。 

 

第 ５ 章  監査役および監査役会 

 

（員 数） 

第32条  当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

（選任方法） 

第33条  監査役は、株主総会において選任する。 

２． 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

 

（任 期） 

第34条  監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２． 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時までとする。 

（常勤の監査役） 



第35条  監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第36条  監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 

２． 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催

することができる。 

 

（監査役会の決議方法） 

第37条  監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数

をもって行う。 

 

（監査役会の議事録） 

第38条  監査役会の議事録は法令の定めるところにより書面または電磁的記録をも

って作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電

子署名を行う。 

 

（監査役会規程） 

第39条  監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定

める監査役会規程による。 

 

（報酬等） 

第40条  監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

 

（社外監査役の責任免除） 

第41条  当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、同法

第423条第１項に規定する社外監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万

円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額と

する。 

 

第 ６ 章  会 計 監 査 人 

 

（選任方法） 

第42条  会計監査人は、株主総会において選任する。 

 

（任 期） 

第43条  会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２． 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定

時株主総会において再任されたものとみなす。 

 

（報酬等） 

第44条  会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 

第 ７ 章  計     算 



  

（事業年度） 

第45条  当会社の事業年度は、毎年３月１日から翌年２月末日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第46条  当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、

法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決

議により定める。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第47条  当会社の期末配当の基準日は、毎年２月末日とする。 

２． 当会社の中間配当の基準日は、毎年８月31日とする。 

３． 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 

 

（配当金の除斥期間等） 

第48条  配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過しても

なお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 

２． 前項の金銭には、利息をつけない。 

以上 
 
 

 

 

（２）合併対価の換価の方法に関する事項 

①合併対価を取引する市場 

ＭＶ東海の株式は、東京証券取引所市場第二部において取引されておりま

す。 

②合併対価の取引の媒介、取次ぎまたは代理を行う者 

ＭＶ東海の株式は全国の各証券会社等にて取引の媒介、取次ぎ等が行われ

ております。 

③合併対価の譲渡その他の処分に対する制限の内容 

該当事項はありません。 

④合併対価の市場価格に関する事項 
  

月別 
2018年 
９月 

10月 11月 12月 
2019年 
１月 

２月 

最高株価（円） 2,531 2,550 2,563 2,562 2,505  2,507  

最低株価（円） 2,365 2,459 2,455 2,011 2,260 2,357  
  

 

⑤ＭＶ東海の過去５年間にその末日が到来した各事業年度に係る貸借対照表の

内容 

ＭＶ東海はいずれの事業年度についても金融商品取引法第24条第１項の規

定により有価証券報告書を提出しております。 
 



別紙４ 

 

 

 

吸収合併存続会社の最終事業年度に係る 

計算書類の内容 

 










































































































