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各 位 

会 社 名 株 式 会 社 O l y m p i c 
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 金澤 良樹 
（コード番号 8289東証第 1部） 
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 脩 

（TEL.042‐300‐7211） 

簡易合併に関するお知らせ 

平成 18年 1月 12日開催の当社取締役会において、当社 100％出資の子会社である株式会社ホーム
ピックを吸収合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本合併は簡易合併の

手続により行います。 

記 

1． 合併の目的 
当社は、機動的なグループ経営と継続的なグループ利益の創出ならびに効率化を追及し、強靭

なコスト体質の確立を目指し、グループ再編の検討に着手いたしました。 
再編生後のグループ像については、現在、鋭意検討を進めておりますが、本件は小売業を展開

している子会社の株式会社ホームピックとの合併であり、今後の再編の円滑な推進に資するもの

と考えております。 

2． 合併の要旨 
（1） 合併の日程 

合併契約承認取締役会  平成 18年 1月 12日 
合併契約書調印日  平成 18年 1月 12日 
合併契約書承認株主総会 当社は、商法第 413条ノ 3第 1項（簡易合併）の規定

により、株主総会の承認を得ずに合併いたします。 
合併期日   平成 18年 2月 28日 
合併登記   平成 18年 2月 28日（予定） 

（2） 合併方式 
株式会社Olympicを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ホームピックは解散いたし
ます。 

（3） 合併比率 
被合併会社は、当社 100％子会社であり株式の割当交付は行いません。 

（4） 合併交付金 
合併交付金の支払いはありません。 
 
 
 



3． 合併当事会社の概要 
（1） 商号 株式会社Olympic 株式会社ホームピック 

（2） 事業内容 
スポーツ・レジャー用品、住居関

連用品、家電製品及び食料品全般

等の総合小売業 

ガーデニング、DIY を中心とした
ホームセンター事業及び不動産賃

貸業 
（3） 設立年月日 昭和 48年 2月 22日 平成 4年 12月 18日 
（4） 本店所在地 東京都立川市曙町一丁目 25番 12号 東京都中野区弥生町二丁目 53番 6号 
（5） 代表者 代表取締役社長 金澤 良樹 代表取締役社長 石川 靖男 
（6） 資本金 9,946百万円 3,326百万円 
（7） 発行済株式総数 23,354,223株 64,720株 
（8） 株主資本 33,824百万円 4,546百万円 
（9） 総資産 73,171百万円 14,226百万円 
（10） 決算期 毎年 2月末日 毎年 2月末日 
（11） 従業員数 1,177名 142名 

（12） 主要取引先 
三井食品株式会社 
花王販売株式会社 
株式会社東京堂 

ジャペル株式会社 
アイリスオーヤマ株式会社 
株式会社ムーミン 

（13） 
大株主及び持株比率 
（平成 17年 8月 31日現在） 

株式会社オリンピア 
株式会社エスプリ 
株式会社みずほ銀行 
Olympic取引先持株会 
株式会社ヘルスケア・ジャパン

18.71％
8.56％
5.00％
4.49％
4.42％

株式会社Olympic 100％

（14） 主要取引銀行 
株式会社みずほ銀行 
株式会社三菱東京UFJ銀行 
株式会社三井住友銀行 

株式会社みずほ銀行 
株式会社三井住友銀行 

  資本関係 
当社が被合併会社の発行済株式の全てを保有しておりま

す。 

（15） 当事会社の関係 人的関係 
当社の役員及び従業員が被合併会社の役員及び従業員と

して、兼務または出向しております。 
 

 取引関係 
当社と被合併会社間において不動産の賃貸借をしており

ます。 

（16）最近 3決算期間の業績         （単位：百万円） 
 株式会社Olympic（合併会社） 株式会社ホームピック（被合併会社）

決 算 期 平成 15年 2月期 平成 16年 2月期 平成 17年 2月期 平成 15年 2月期 平成 16年 2月期 平成 17年 2月期
売 上 高 117,625 112,766 106,964 18,712 17,203 15,612
営 業 利 益 2,475 2,756 910 817 638 416
経 常 利 益 2,713 2,925 1,095 964 910 474
当 期 純 利 益 1,301 1,220 △176 563 613 9
1株当たり当期純利益（円） 55.44 50.99 △7.57 8,709.87 9,477.07 154.16
1株当たり配当金（円） 30.00 35.00 15.00 0.00 0.00 0.00
1株当たり株主資本（円） 1,469.16 1,490.54 1,448.41 32,886.88 66,916.19 69,710.55

 
 



4． 合併後の状況 

（1） 商 号 株式会社Olympic（登記上 株式会社オリンピック） 

（2） 事業内容 スポーツ・レジャー用品、住居関連用品、家電製品及び食料品全般等の

総合小売業 

（3） 本店所在地 東京都立川市曙町一丁目 25番 12号 

（4） 代 表 者 代表取締役社長 金澤 良樹 

（5） 資 本 金 9,946百万円 
（本合併による資本金の増加はありません） 

（6） 総 資 産 85,300百万円（9,930百万円） 
（注）（   ）内は合併による増加見込み分であります。 

（7） 決 算 期 2月末日 

（8） 業績に与える影響 

本合併による当期の連結及び単体業績への影響を軽微と見込んでおります。 
なお、株式会社ホームピックは特定子会社でありますが、本合併により消滅会社となりま

すので特定子会社に該当しないことになります。 
 

以上 
 


