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１【提出理由】

当社は、平成30年１月19日開催の取締役会において、平成30年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会

社、当社の連結子会社である有限会社スーパービバアセット、有限会社スーパービバアセット大井町、有限会社スー

パービバアセット三郷及び有限会社スーパービバアセット習志野の４社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うこと

を決議し、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第７号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該吸収合併の相手会社に関する事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

イ．有限会社スーパービバアセット（消滅会社）

商号 有限会社スーパービバアセット

本店の所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号

代表者の氏名 取締役 渡邉　修

資本金の額 1億100万円

純資産の額 838百万円

総資産の額 1,708百万円

事業の内容 不動産信託にかかる信託受益権の取得、管理及び処分

 

ロ．有限会社スーパービバアセット大井町（消滅会社）

商号 有限会社スーパービバアセット大井町

本店の所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号

代表者の氏名 取締役 渡邉　修

資本金の額 2億5,310万円

純資産の額 3,083百万円

総資産の額 8,053百万円

事業の内容 不動産信託にかかる信託受益権の取得、管理及び処分

 

ハ．有限会社スーパービバアセット三郷（消滅会社）

商号 有限会社スーパービバアセット三郷

本店の所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号

代表者の氏名 取締役 渡邉　修

資本金の額 3億6,400万円

純資産の額 2,534百万円

総資産の額 6,710百万円

事業の内容 不動産信託にかかる信託受益権の取得、管理及び処分

 

ニ．有限会社スーパービバアセット習志野（消滅会社）

商号 有限会社スーパービバアセット習志野

本店の所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号

代表者の氏名 取締役 渡邉　修

資本金の額 2億2,600万円

純資産の額 5,092百万円

総資産の額 5,856百万円

事業の内容 不動産信託にかかる信託受益権の取得、管理及び処分
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②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

イ．有限会社スーパービバアセット（消滅会社）

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

営業収入　（百万円） 310 310 310

営業利益　（百万円） 248 249 249

経常利益　（百万円） 225 229 232

当期純利益（百万円） 145 153 161

（注）売上高に相当する項目として営業収入を記載しております。

 

ロ．有限会社スーパービバアセット大井町（消滅会社）

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

営業収入　（百万円） 1,146 1,146 1,146

営業利益　（百万円） 916 922 920

経常利益　（百万円） 801 817 826

当期純利益（百万円） 516 548 572

（注）売上高に相当する項目として営業収入を記載しております。

 

ハ．有限会社スーパービバアセット三郷（消滅会社）

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

営業収入　（百万円） 1,150 1,150 1,150

営業利益　（百万円） 781 748 783

経常利益　（百万円） 680 656 704

当期純利益（百万円） 438 440 488

（注）売上高に相当する項目として営業収入を記載しております。

 

ニ．有限会社スーパービバアセット習志野（消滅会社）

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

営業収入　（百万円） 924 816 673

営業利益　（百万円） 689 566 472

経常利益　（百万円） 601 486 461

当期純利益（百万円） 387 3,534 316

（注）売上高に相当する項目として営業収入を記載しております。

 

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（平成29年９月30日現在）

イ．有限会社スーパービバアセット（消滅会社）

大株主の名称 株式会社ＬＩＸＩＬビバ

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100.00％

 

ロ．有限会社スーパービバアセット大井町（消滅会社）

大株主の名称 株式会社ＬＩＸＩＬビバ

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100.00％

 

ハ．有限会社スーパービバアセット三郷（消滅会社）

大株主の名称 株式会社ＬＩＸＩＬビバ

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100.00％

 

ニ．有限会社スーパービバアセット習志野（消滅会社）

大株主の名称 株式会社ＬＩＸＩＬビバ

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100.00％
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④提出会社の資本関係、人的関係及び取引関係

イ．有限会社スーパービバアセット（消滅会社）

資本関係 当社は有限会社スーパービバアセットの発行済株式を100％保有しております。

人的関係 当社の取締役1名が有限会社スーパービバアセットの取締役を兼任しております。

取引関係 有限会社スーパービバアセットは当社店舗不動産の管理を行っております。

 

ロ．有限会社スーパービバアセット大井町（消滅会社）

資本関係 当社は有限会社スーパービバアセット大井町の発行済株式を100％保有しております。

人的関係 当社の取締役1名が有限会社スーパービバアセット大井町の取締役を兼任しております。

取引関係 有限会社スーパービバアセット大井町は当社店舗不動産の管理を行っております。

 

ハ．有限会社スーパービバアセット三郷（消滅会社）

資本関係 当社は有限会社スーパービバアセット三郷の発行済株式を100％保有しております。

人的関係 当社の取締役1名が有限会社スーパービバアセット三郷の取締役を兼任しております。

取引関係 有限会社スーパービバアセット三郷は当社店舗不動産の管理を行っております。

 

ニ．有限会社スーパービバアセット習志野（消滅会社）

資本関係 当社は有限会社スーパービバアセット習志野の発行済株式を100％保有しております。

人的関係 当社の取締役1名が有限会社スーパービバアセット習志野の取締役を兼任しております。

取引関係 有限会社スーパービバアセット習志野は当社店舗不動産等の管理を行っております。

 

(2）当該吸収合併の目的

　有限会社スーパービバアセット、有限会社スーパービバアセット大井町、有限会社スーパービバアセット三郷及び

有限会社スーパービバアセット習志野の４社は、店舗不動産の管理を行ってまいりましたが、経営資源の有効活用、

経営効率の更なる向上を図るため、本合併を行うものであります。

 

(3）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

①吸収合併の方法

　当社を存続会社とする吸収合併方式であり、有限会社スーパービバアセット、有限会社スーパービバアセット大

井町、有限会社スーパービバアセット三郷及び有限会社スーパービバアセット習志野の４社は解散いたします。

　なお、当吸収合併は当社においては会社法第796条第２項の規定に基づく簡易合併であり、有限会社スーパービ

バアセット、有限会社スーパービバアセット大井町、有限会社スーパービバアセット三郷及び有限会社スーパービ

バアセット習志野の４社においては会社法第784条第１項の規定に基づく略式合併に該当するため、いずれも合併

契約承認の株主総会決議を経ずに行うものであります。

 

②吸収合併に係る割当ての内容

　当社は、有限会社スーパービバアセット、有限会社スーパービバアセット大井町、有限会社スーパービバアセッ

ト三郷及び有限会社スーパービバアセット習志野に全額出資しているため、本合併に際して、株式その他の金銭等

の交付及び割当てはありません。

 

③その他の吸収合併契約の内容

日程

　取締役会決議日　　　平成30年１月19日

　契約締結日　　　　　平成30年１月19日

　効力発生日　　　　　平成30年４月１日（予定）

 

(4）吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

　該当事項はありません。
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(5）当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ＬＩＸＩＬビバ

本店の所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号

代表者の氏名 代表取締役社長　渡邉　修

資本金の額 245億9,610万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容

カー用品、大工資材用品、園芸用品、ペット及びペット用品、家庭日用品、インテリア用

品、家庭電器製品、文房具、レジャー用品、スポーツ用品、時計、エクステリア用品、住宅

設備機器等の総合小売業並びに住宅リフォーム

 

 

 

 

以　上
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