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エディオングループ統合に関するお知らせ
（株式会社エディオンによる株式会社エディオンＷＥＳＴおよび株式会社エディオンＥＡＳＴの合併）

当社は、平成 22 年５月 14 日開催の取締役会において、当社子会社の株式会社エディオンＷＥＳ
Ｔ（以下「エディオンＷＥＳＴ」
）および株式会社エディオンＥＡＳＴ（以下「エディオンＥＡＳＴ」
）
と合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
※本合併は、当社が 100％出資する連結子会社を対象とする合併であるため、開示事項および内容を一部
省略しております。

記
１．合併の目的
エディオングループは、お客様の豊かな暮らしを永続的に支える企業を目指し、グループ共
通の経営理念「買って安心、ずっと満足」の具現化を図り、事業活動に取り組んでおります。
近年の激動する経済動向や市場環境の中で、お客様や株主の皆様をはじめとする各ステーク
ホルダーの皆様のご期待にお応えし、経営理念を追求していくためには、より一層の経営効率
の向上が必要であると考えております。
今回、合併による組織再編により、意思決定のさらなる迅速化を図るとともに、当社、エデ
ィオンＷＥＳＴ、エディオンＥＡＳＴそれぞれの経営資源を一体的に運用できる体制を構築い
たします。同時にカンパニー制を導入することで、地域特性に応じた柔軟な営業戦略を実行し、
お客様のご支持をいただける店舗となるよう努めてまいります。
こうした新たな体制により、経営効率を向上させ、収益力の強化および企業価値の向上を目
指してまいります。
２．これまでの経緯
当社は、平成 14 年３月に中国・四国・九州地方を中心に「デオデオ」を展開する株式会社デ
オデオと中部地方を中心に「エイデン」を展開する株式会社エイデンの持株会社として設立い
たしました。
また、平成 17 年４月に近畿地方を中心に「ミドリ」を展開する株式会社ミドリ電化を株式交
換により完全子会社化したほか、平成 19 年には北海道・北陸地方を中心に「100 満ボルト」を
展開する株式会社サンキューや、関東地方に「イシマル」を展開する石丸電気株式会社の株式
を取得し子会社化いたしました。
その後、更なる企業体質の強化を行うべく子会社の再編を行い、現在は、持株会社である株
式会社エディオンの下、近畿以西の西日本に展開する株式会社エディオンＷＥＳＴ、中部以東
の東日本に展開する株式会社エディオンＥＡＳＴ、北海道・北陸地方を中心に展開する株式会
社サンキューと、システム開発を行う株式会社エヌワーク、およびそれぞれの子会社で構成さ
れる企業グループとなっております。
そして、今回の合併により、家電小売販売を主として行う「デオデオ」
「エイデン」
「ミドリ」

「イシマル」を展開する株式会社エディオンと、
「100 満ボルト」を展開する株式会社サンキュ
ー、システム開発を行う株式会社エヌワーク等で構成される企業グループとなります。
今後も各ステークホルダーの皆様にご満足いただけるよう、経営理念「買って安心、ずっと
満足」の具現化を通じて、企業価値の向上を図ってまいります。
＜再編前（現在）＞

３．合併の要旨
（１）合併の日程
合併決議取締役会
合併契約締結
合併承認株主総会

合併予定日（効力発生日）

＜再編後（平成 22 年 10 月予定）＞

平成 22 年５月 14 日
平成 22 年５月 14 日
平成 22 年６月 25 日（予定）
（エディオンＷＥＳＴ）
平成 22 年６月 25 日（予定）
（エディオンＥＡＳＴ）
平成 22 年６月 29 日（予定）
（エディオン）
平成 22 年 10 月１日（予定）

（２）合併方式
当社を合併会社とする吸収合併方式とします。
（３）合併に係る割当の内容
完全子会社との合併になるため、合併比率の取り決めはありません。また合併による新株
発行および資本金の増加もありません。
（４）被合併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。
４．合併当事会社の概要（平成 22 年３月 31 日現在）
①商号
株式会社エディオン（合併会社）
②主な事業内容
持株会社
③設立年月日
平成 14 年３月 29 日
④本店所在地
東京都千代田区
⑤代表者の役職・氏名
代表取締役社長 久保 允誉
⑥資本金
10,174 百万円
⑦発行済株式数
105,665,636 株
⑧決算期
３月 31 日
⑨純資産
141,642 百万円（連結）
⑩総資産
403,180 百万円（連結）
⑪１株あたり純資産
1,237 円 96 銭（連結）
⑫売上高
820,030 百万円（連結）
⑬営業利益
10,509 百万円（連結）
⑭経常利益
19,612 百万円（連結）
⑮当期純利益
9,323 百万円（連結）

⑯１株あたり当期純利益
89 円 60 銭（連結）
⑰大株主および持株比率（※） 日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 11.39％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
6.51％
エディオングループ社員持株会
5.47％
株式会社ダイイチ
5.46％
興富株式会社
4.77％
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口９） 2.05％
久保 允誉
1.99％
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
1.60％
1.53％
株式会社広島銀行
日本生命保険相互会社
1.42％
※上記のほか当社保有の自己株式 1.69％があります。
①商号
②主な事業内容
③設立年月日
④本店所在地
⑤代表者の役職・氏名
（平成 22 年５月 14 日現在）
⑥資本金
⑦発行済株式数
⑧決算期
⑨純資産
⑩総資産
⑪１株あたり純資産
⑫売上高
⑬営業利益または営業損失（△）
⑭経常利益
⑮当期純利益
⑯１株あたり当期純利益
⑰大株主および持株比率

株式会社エディオンＷＥＳＴ
（被合併会社）
家庭電化商品等の販売
昭和 22 年５月７日
広島県広島市
代表取締役社長 友則 和寿

株式会社エディオンＥＡＳＴ
（被合併会社）
家庭電化商品等の販売
昭和 23 年 12 月 27 日
愛知県名古屋市
代表取締役社長 岡嶋 昇一

19,294 百万円
48,068,270 株
３月 31 日
96,843 百万円（単体）
228,624 百万円（単体）
2,014 円 71 銭（単体）
383,377 百万円（単体）
6,305 百万円（単体）
9,891 百万円（単体）
6,102 百万円（単体）
126 円 95 銭（単体）
株式会社エディオン 100％

12,694 百万円
29,729,887 株
３月 31 日
40,692 百万円（単体）
108,526 百万円（単体）
1,368 円 74 銭（単体）
248,829 百万円（単体）
△2,578 百万円（単体）
1,992 百万円（単体）
1,375 百万円（単体）
46 円 25 銭（単体）
株式会社エディオン 100％

５．合併後の状況
本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はあ
りません。
６．今後の業績見通し
本件が、平成 23 年 3 月期連結業績に与える影響は、平成 22 年 5 月 14 日発表の業績予想に
織り込み済みです。

【株式会社エディオン概要】
会社名
： 株式会社エディオン（EDION Corporation）
（東証第一部・名証第一部上場、証券コード：2730)
代表者
： 代表取締役社長 久保 允誉（くぼ まさたか）
設立日
： 平成 14 年３月 29 日
資本金
： 101 億 74 百万円（平成 22 年３月末現在）
連結売上高
： 8,200 億円（平成 22 年３月期）
グループ店舗数
： 1,101 店舗（平成 22 年３月末現在）
以 上

