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イオン株式会社 

  

 

 

当社連結子会社間の合併契約締結に関するお知らせ 

（イオンリテール株式会社と株式会社マイカル、イオンリテール株式会社とイオンマルシェ株式会社） 

 

 

イオン株式会社の連結子会社であるイオンリテール株式会社（以下、「イオンリテール」

といいます）と株式会社マイカル（以下、「マイカル」といいます）、およびイオンマルシ

ェ株式会社（以下、「イオンマルシェ」といいます）は、2010 年 10 月６日付でイオンリテ

ールを存続会社とする合併（以下、「本合併」といいます）を行うことを決議し、当事会社

において合併契約を締結しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

１．事業再編の目的 

グローバル化の進展、少子高齢化社会の到来など、消費環境が激変する中、イオンは  

これまで、『選択と集中』の戦略のもと、グループとして新たな成長ステージへの移行と、

収益力向上を柱としたマネジメント改革を推進しております。 

 ＧＭＳ（総合スーパー）事業においては、これまでに商品・ＩＴ機能を分離、さらに   

スーパーマーケット事業を地域単位で分社化し、総合小売事業に純化する体制へ移行を 

進め、競争力の向上に取り組んでまいりました。 

 

 このたび、本州・四国の総合小売事業を営む３社を一体化することにより、２兆円を  

超える売上規模の総合小売企業“イオンリテール”が誕生します。 

同社は、地域密着経営の深化、スケールメリットの更なる追求、重複機能の解消による

組織の効率化を図ってまいります。2011 年３月より新生イオンリテールは、カンパニー制・

事業部制を再構築し、迅速な意思決定を行う体制へ移行します。 

 

今後イオンリテールは、「ジャスコ」や「サティ」の店舗名称から、新しい「イオン」と

して生まれかわり、多様化するお客さまのニーズに対応し、お客さま満足の最大化を実現

すべく、新しい総合小売事業として更なる成長を図ってまいります。 
 

２．イオンリテール株式会社とイオンマルシェ株式会社の合併の要旨 

 (1)合併の日程 

合併決議取締役会（両社）   2010 年 10 月 6 日 

合併契約締結日        2010 年 10 月 6 日 

合併予定日（効力発生日）   2010 年 12 月 1 日 

  

(2)合併の方式 

 ①イオンリテール株式会社を存続会社とする吸収合併方式でイオンマルシェ株式会社

は解散します。 

 ②イオンリテール株式会社は会社法第７９６条３項の規定により、イオンマルシェ 

株式会社は会社法第７８４条第１項の規定により、各々株主総会による承認決議を

経ずに合併します。 
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(3)合併比率 

合併当事会社はいずれも当社の１００％子会社であり、合併比率の取決めはございま

せん。また、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。 

※イオンリテール株式会社は当社の１００％子会社であり、イオンマルシェ株式会社

はイオンリテール株式会社の１００％子会社です。 

 

(4)合併当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 

(2010 年 8 月 20 日現在) 

吸収合併消滅会社 

(2010 年 7 月 31 日現在) 

(1)名称 イオンリテール株式会社 イオンマルシェ株式会社 

(2)所在地 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 千葉市美浜区ひび野一丁目３番地 

(3)代表者の 

役職・氏名 
代表取締役社長 村井 正平 代表取締役社長 末次 綱三 

(4)事業内容 総合小売業 総合小売業 

(5)資本金 ４８,９７０百万円 １００百万円 

(6)設立年月日 １９８６年７月３０日 １９９９年１月１１日 

(7)発行済株式総数 １００,０００株 ６１８株 

(8)決算期 ２月２０日 １月末日 

(9)従業員数 １３,４４２名（単体） ３１８名（単体） 

(10)大株主 イオン株式会社（100.00％） イオンリテール株式会社（100.00％）

(11)最近１年間の経営成績および財政状況 

イオンリテール（単体） イオンマルシェ（単体）  

決算期  2010 年 2 月期   2010 年 1 月期 

純資産 251,613   6,055   

総資産 1,017,141   14,934   

営業収益 1,850,301   31,305   

営業利益 20,228   273   

経常利益 17,390   336   

当期純利益 8,829   394   

 （単位：百万円  特記しているものを除く） 

(5)合併後の状況 

 吸収合併存続会社 

(1)名称 イオンリテール株式会社 

(2)所在地 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 村井 正平 

(4)事業内容 総合小売業 

(5)資本金 ４８,９７０百万円 

(6)決算期 ２月２０日 

 

３．イオンリテール株式会社と株式会社マイカルの合併の要旨 

 (1)合併の日程 

合併決議取締役会（両社） 2010 年 10 月 6 日 

合併契約締結日 2010 年 10 月 6 日 

臨時株主総会開催日（両社） 2010 年 10 月 6 日 

合併予定日（効力発生日） 2011 年 3 月 1 日 
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  ※臨時株主総会は会社法第３１９条に基づく書面決議によるものです。 

(2)合併の方式 

 イオンリテール株式会社を存続会社とする吸収合併方式で株式会社マイカルは解散し

ます。 

 

(3)合併比率 

合併当事会社はいずれも当社の１００％子会社であり、合併比率の取決めはございま

せん。また、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。 

 

(4)合併当事会社の概要 

 
吸収合併存続会社 

(2010 年 8 月 20 日現在) 

吸収合併消滅会社 

(2010 年 8 月 31 日現在) 

(1)名称 イオンリテール株式会社 株式会社マイカル 

(2)所在地 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
大阪市中央区久太郎町 

三丁目１番３０号 

(3)代表者の 

役職・氏名 
代表取締役社長 村井 正平 代表取締役社長 松井 博史 

(4)事業内容 総合小売業 総合小売業 

(5)資本金 ４８,９７０百万円 ２０,０００百万円 

(6)設立年月日 １９８６年７月３０日 １９４７年４月２６日 

(7)発行済 

株式総数 
１００,０００株 ４００,０００株 

(8)決算期 ２月２０日 ２月末日 

(9)従業員数 １３,４４２名（単体） ４,２２３名（単体） 

(10)大株主 イオン株式会社（100.00％） イオン株式会社（100.00％） 

(11)最近１年間の経営成績および財政状況 

イオンリテール（単体） マイカル（単体） 
決算期 

2010 年 2 月期 2010 年 2 月期 

純資産 251,613 116,359 

総資産 1,017,141 244,078 

営業収益 1,850,301 567,184 

営業利益 20,228 △949 

経常利益 17,390 644 

当期純利益 8,829 △5,214 

 （単位：百万円  特記しているものを除く） 

(5)合併後の状況 

 吸収合併存続会社 

(1)名称 イオンリテール株式会社 

(2)所在地 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 村井 正平 

(4)事業内容 総合小売業 

(5)資本金 ４８,９７０百万円 

(6)決算期 ２月２０日 

 

 

以上 


