
 

 

2019 年 12 月 4 日 

各  位 
会 社 名 ＳＢＳホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 鎌田 正彦 

(コード番号：２３８４ 東証第一部) 

問い合せ先 ＩＲ・広報部長 齊藤 哲也 

電 話 番 号 0 3 － 3 8 2 9 － 2 2 2 2 ( 代 表 ) 

連結孫会社の合併および商号変更に関するお知らせ 

 

当社は、連結子会社のＳＢＳリコーロジスティクス株式会社 100％子会社であるＳＢＳ三愛ロジ

６社の、ＳＢＳ三愛ロジ関西株式会社を存続会社とする合併および商号変更について、下記の通り

決定しましたのでお知らせいたします。 

記 

1. 合併の目的 

 意思決定の迅速化、販売機能の強化および仕入れコストの低減、管理・間接機能の合理化等を

加速し経営の効率化を図ることを目的に、2020 年１月 1日をもって 1社に合併するものです。 

2. 合併の要旨 

(1) 当事者 

商号 SBS 三愛ロジ関西株式会社 
（存続会社） 

SBS 三愛ロジ東日本株式会社 
（消滅会社） 

所在地 大阪府吹田市江の木町 34-5  仙台市宮城野区扇町 3-6-7 

代表者の役職・氏名 代表取締役 蛭間 博信 代表取締役 谷口 国男 

事業内容 1. 一般貨物自動車運送事業 
2. 貨物運送取扱事業 
3. コンピューター・事務用機

器類及びその消耗品の回
収・リサイクル事業 

4. 倉庫業および保税上屋業 
5. 包装設計並びに包装資材の

製造・販売 
6. 鉄道利用運送事業 
7. 国内航空運送代理店業 
8. 産業廃棄物の収集運搬業及

び処理業 
9. 包装・梱包業 
10. その他定款に定める事業 

1. 一般貨物自動車運送事業 
2. 貨物運送取扱事業 
3. コンピューター・事務用機

器類及びその消耗品の回
収・リサイクル事業 

4. 倉庫業および保税上屋業 
5. 包装設計並びに包装資材の

製造・販売 
6. 鉄道利用運送事業 
7. 国内航空運送代理店業 
8. 産業廃棄物の収集運搬業及

び処理業 
9. 包装・梱包業 
10. その他定款に定める事業 

資本金 3,000 万円 3,000 万円 

決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

株主および持株比率 SBS リコーロジスティクス㈱ 
100% 

SBS リコーロジスティクス㈱ 
100% 
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商号 SBS 三愛ロジ関東株式会社 
（消滅会社） 

SBS 三愛ロジ東京株式会社 
（消滅会社） 

所在地 埼玉県草加市青柳 1-6-39 東京都大田区京浜島 1-2-6 

代表者の役職・氏名 代表取締役 太田 恒章 代表取締役 安野 健一郎 

事業内容 1. 一般貨物自動車運送事業 
2. 貨物運送取扱事業 
3. コンピューター・事務用

機器類及びその消耗品の
回収・リサイクル事業 

4. 倉庫業および保税上屋業 
5. 包装設計並びに包装資材

の製造・販売 
6. 鉄道利用運送事業 
7. 国内航空運送代理店業 
8. 産業廃棄物の収集運搬業

及び処理業 
9. 包装・梱包業 
10. その他定款に定める事業 

1. 一般貨物自動車運送事業 
2. 貨物運送取扱事業 
3. 倉庫業および保税上屋業 
4. 包装・梱包業 
5. その他定款に定める事業 

資本金 3,000 万円 3,000 万円 

決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

株主および持株比率 SBS リコーロジスティクス㈱ 
100% 

SBS リコーロジスティクス㈱ 
100% 

 

商号 SBS 三愛ロジ中部株式会社 
（消滅会社） 

SBS 三愛ロジ九州株式会社 
（消滅会社） 

所在地 名古屋市中川区運河町 601 福岡市博多区榎田 2-4-75 

代表者の役職・氏名 代表取締役 猪野 直人 代表取締役 小林 昌義 

事業内容 1. 一般貨物自動車運送事業 
2. 貨物運送取扱事業 
3. コンピューター・事務用機

器類及びその消耗品の回
収・リサイクル事業 

4. 倉庫業および保税上屋業 
5. 包装設計並びに包装資材の

製造・販売 
6. 鉄道利用運送事業 
7. 国内航空運送代理店業 
8. 産業廃棄物の収集運搬業及

び処理業 
9. 包装・梱包業 
10. その他定款に定める事業 

1. 一般貨物自動車運送事業 
2. 貨物運送取扱事業 
3. コンピューター・事務用機

器類及びその消耗品の回
収・リサイクル事業 

4. 倉庫業および保税上屋業 
5. 包装設計並びに包装資材の

製造・販売 
6. 鉄道利用運送事業 
7. 国内航空運送代理店業 
8. 産業廃棄物の収集運搬業及

び処理業 
9. 包装・梱包業 
10. その他定款に定める事業 

資本金 3,000 万円 3,000 万円 

決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

株主および持株比率 SBS リコーロジスティクス㈱ 
100% 

SBS リコーロジスティクス㈱ 
100% 

 



 

 

(2) 合併の日程 

合併契約締結日 2019 年 ６月 24 日 

株主総会決議日 2019 年 ７月 １ 日 

商号等決定日 2019 年 10 月 18 日 

合併期日（効力発生日） 2020 年 １月 １ 日 

(3) 合併の方式 

ＳＢＳ三愛ロジ関西を存続会社、他の５社を消滅会社とする吸収合併方式です。 

(4) 合併に係る割り当ての内容 

当社の子会社であるＳＢＳリコーロジスティクスの 100％子会社であるため、合併による対

価の交付はなされず、資本金の額の増減もありません。 

(5) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に係る取扱い 

該当事項はありません。 

3. 商号変更および合併後の会社概要 

商号 ＳＢＳ三愛ロジスティクス㈱ 

所在地 東京都大田区京浜島 1-2-6 

代表者の役職・氏名 代表取締役 今泉 哲司 

事業内容 1. 一般貨物自動車運送事業 
2. 貨物運送取扱事業 
3. コンピューター・事務用機器類及びそ

の消耗品の回収・リサイクル事業 
4. 倉庫業および保税上屋業 
5. 包装設計並びに包装資材の製造・販売 
6. 鉄道利用運送事業 
7. 国内航空運送代理店業 
8. 産業廃棄物の収集運搬業及び処理業 
9. 包装・梱包業 
10. その他定款に定める事業 

資本金 3,000 万円 

決算期 12 月 31 日 

株主および持株比率 ＳＢＳリコーロジスティクス㈱ 100％ 

4. 今後の見通し 

本合併は、当社の連結孫会社同士の合併のため、当社連結業績に与える影響はありません。 

以 上 


