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各 位 

                            会社名   株式会社ハークスレイ 

                            代表者名  代表取締役会長兼社長 青木 達也 

                             （コード番号：７５６１ 東証・大証一部） 

                            問合わせ先 専務取締役管理統括部長 佐子 弘和 
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連結子会社の合併に関するお知らせ 

 

 当社の連結子会社であるＴＲＮコーポレーション株式会社（以下、「ＴＲＮ」といいます。）と、同じく当

社の連結子会社でありＴＲＮの子会社である店舗流通ネット株式会社（以下、「流通ネット」といいます。）、

店舗サポートシステム株式会社（以下、「ＳＳ」といいます。）、ＴＲＮアセッツ株式会社（以下、「アセッツ」

といいます。）は、本日開催の取締役会において、平成24年３月１日（予定）を効力発生日として合併するこ

とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は、連結子会社間の合併であ

るため、開示内容を一部省略して記載しております。               

 

 

記 

 

１．合併の目的 

ＴＲＮグループの組織スリム化及び経営効率化を図り、収益性を高める事によりグループ全体での黒

字化を早期に実現するべく、ＴＲＮと流通ネット、ＳＳ及びアセッツを平成24年３月１日付で合併する

事といたしました。また現状の取引先との契約関係を勘案し、存続会社の商号も変更する事といたしま

した。 

 

２. 合併の要旨 

 (1) 合併の日程 

    平成24年１月19日     合併承認取締役会   （ＴＲＮ、流通ネット、ＳＳ、アセッツ） 

                 合併契約締結     （ＴＲＮ、流通ネット、ＳＳ、アセッツ） 

    平成24年２月28日（予定） 合併承認臨時株主総会 （ＴＲＮ、流通ネット、ＳＳ、アセッツ） 

    平成24年３月１日（予定） 合併効力発生日 

 

(2) 合併の方式 

 アセッツを存続会社とし、ＴＲＮ、流通ネット及びＳＳを消滅会社とする吸収合併方式で、ＴＲＮ、

流通ネット及びＳＳは解散いたします。 
 

(3) 合併に係る割当ての内容 
アセッツと流通ネット、アセッツとＳＳとの合併に関しては 100%子会社である共通支配下関係の

兄弟合併となるため、合併による新株式の発行及び合併対価の交付はなく、合併比率の取り決めはあ

りません。 
アセッツとＴＲＮの合併に関しては、ＴＲＮの普通株式３株につき、アセッツの普通株式１株を割

当交付いたします。 
 
(4) 消滅会社の新株予約権およ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。 

 

 



 

３. 当時会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

(1)商 号 ＴＲＮアセッツ株式会社 ＴＲＮコーポレーション株式会社 

(2)事業内容 不動産賃貸業 グループ経営管理、持株会社 

(3)設立年月日 平成 15 年４月８日 平成 12 年３月 13 日 

(4)本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目 11 番 11 号 同左 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 石井 実 代表取締役社長 渡邊 茂樹 

(6)資本金 10 百万円 5,334.21 百万円 

(7)発行済株式数 200 株 115,059 株 

(8)決算期 ２月 28 日 ２月 28 日 

(9)大株主及び持株比率 ＴＲＮコーポレーション株式会社 100％ 株式会社ハークスレイ 100％ 

(10) 直前事業年度の財政

状態及び経営成績 

 

平成 23 年 2月期（単体） 

 

平成 23 年 2月期（連結） 

純資産 31,568 千円 7,615,070 千円

総資産 8,586,282 千円 23,213,034 千円

１株当たり純資産（円） 157,842.96 円 65,315.48 円

売上高 624,699 千円 29,872,872 千円

営業利益 192,905 千円 ▲445,448 千円

経常利益 40,644 千円 ▲641,075 千円

当期純利益 24,625 千円 ▲2,542,752 千円

１株当たり当期純利益（円） 123,125.53 円 ▲22,054.82 円

 

 

 吸収合併消滅会社 吸収合併消滅会社 

(1)商 号 店舗流通ネット株式会社 店舗サポートシステム株式会社 

(2)事業内容 店舗委託事業 総合リース業 

(3)設立年月日 平成 17 年 11 月１日 平成 17 年 11 月１日 

(4)本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目 11 番 11 号 同左 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 石井 実 代表取締役社長 石井 実 

(6)資本金 100 百万円 10 百万円 

(7)発行済株式数 200 株 200 株 

(8)決算期 ２月 28 日 ２月 28 日 

(9)大株主及び持株比率 ＴＲＮコーポレーション株式会社 100％ ＴＲＮコーポレーション株式会社 100％

(10) 直前事業年度の財政

状態及び経営成績 

 

平成 23 年 2月期（単体） 

 

平成 23 年 2月期（単体） 

純資産 50,229 千円 ▲5,898 千円

総資産 12,297,603 千円 353,508 千円

１株当たり純資産（円） 251,146.50 円 ▲29,494.69 円

売上高 28,660,900 千円 8,139 千円

営業利益 ▲613,599 千円 ▲33,898 千円

経常利益 ▲774,079 千円 ▲21,952 千円

当期純利益 ▲2,309,402 千円 ▲35,779 千円

１株当たり当期純利益（円） ▲11,547,014.22 円 ▲178,899.26 円

 

４. 合併後の存続会社の状況 

  合併に際し、対外的な知名度及びブランド力を勘案し、平成24年３月１日付にて、存続会社の商号を 
ＴＲＮアセッツ株式会社から店舗流通ネット株式会社に商号変更いたします。 
 また、本店所在地、事業内容、代表者の役職・氏名、資本金につきましても、同日付にて以下のとおり

変更いたします。なお、決算期は変更ありません。 



 
 (1) 商号         店舗流通ネット株式会社 

 (2) 本店所在地      東京都港区浜松町二丁目４番１号 

 (3) 事業内容       店舗委託事業、総合リース業、不動産賃貸業 

 (4) 代表者の役職・氏名  代表取締役社長 渡邊 茂樹 

 (5) 資本金        100 百万円 (合併により 10 百万円から 100 百万円に増加) 

  ※存続会社の株主総会決議による定款変更をもって、商号、本店所在地、事業内容の変更を予定してお

ります。 

   なお、当社およびＴＲＮの子会社である店舗プレミアム株式会社につきましては、本合併に伴い、当

社および存続会社である（商号変更後の）店舗流通ネット株式会社の子会社となります。 

 

５. 今後の見通し 

  本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。 

 

 

以上 


