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平成２９年４月１２日 

各  位 

 

会 社 名  株 式 会 社 ス リ ー エ フ 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  山 口 浩 志 

（コード番号７５４４ 東証第２部） 

お問い合わせ先  取 締 役 人 事 ・ 総 務 統 括  山 﨑 英 士 

ＴＥＬ ０４５－６５１－２１１１ 

 

 

株式会社ローソンとの事業統合契約締結のお知らせ 

 

株式会社スリーエフ（以下、「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、株

式会社ローソン（以下、「ローソン」といいます。）との資本業務提携の一環として、新たに

事業会社を設立し、「スリーエフ」、「q’s ｍart（キュウズマート）」及び「gooz（グーツ）」

ブランドで営業している店舗のうち、281店舗（予定）を「ローソン・スリーエフ」ブラン

ドへ転換して運営すること等に関する事業統合契約の締結について決議し、本日付けでロー

ソンとの間で事業統合契約を締結いたしました。 

 

記 

 

1．本契約の目的 

当社とローソンは、平成 28 年４月 13 日付けで締結した資本業務提携契約に基づき、両

社が共同して事業を行う合弁会社（株式会社エル･ティーエフ（以下、「エル・ティーエフ」

といいます。））を新設し、「スリーエフ」ブランドで営業している一部店舗をエル･ティ

ーエフにおいて順次ローソンのフランチャイズ・パッケージを活用した「ローソン・スリ

ーエフ」ブランドへ転換して運営してまいりました。この取り組みにより両社が協業する

ことによる相乗効果が確認できたことから、「ローソン･スリーエフ」ブランドへの転換を

拡大してまいります。その経営効率を高める一環として、新設分割により「スリーエフ」、

「q’s mart（キュウズマート）」及び「gooz（グーツ）」ブランドで営業している店舗の

うち、281 店舗（予定）を「ローソン・スリーエフ」ブランドへ転換するための準備会社

である株式会社Ｌ・ＴＦ・ＰＪ（以下、「新設会社」といいます。）の設立、ブランド転

換後の新設会社とエル・ティーエフとの合併、並びに当社のコンビニエンスストア事業に

関する権利義務等の一部をローソンに承継することを前提とした事業統合契約を締結いた

しました。これにより当社は「スリーエフ」ブランドの店舗を全て閉店し、「ローソン・

スリーエフ」ブランド店舗を運営するエル・ティーエフ等の子会社管理事業、当社所有ブ

ランド店舗「gooz（グーツ）」の店舗運営事業、当社企画・開発商品の商品供給事業の三

つを軸とした体制へと移行いたします。 
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2．本契約の要旨     

(1) 本契約の内容  

①当社は、会社分割（新設分割）により当社の 100%子会社を設立し、新設会社は現

在「スリーエフ」、「q’s mart（キュウズマート）」及び「gooz（グーツ）」ブ

ランドで営業している店舗のうち、281 店舗（予定）（以下、「対象店舗」といい

ます。）を運営いたします。その後、対象店舗を順次ローソンのフランチャイズ・

パッケージを活用した「ローソン・スリーエフ」ブランドへ転換することにより、

新たな店舗運営体制の拡大を進めてまいります。 

②当社は、対象店舗における当社が有する資産及び権利義務の一部を会社分割（吸

収分割）によりローソンに承継する予定です。当該会社分割により、ローソンより

当社に対して 11,700百万円が交付される予定です。 

なお、会社分割（新設分割）及び会社分割（吸収分割）の詳細につきましては、本

日付「会社分割（新設分割）に関するお知らせ」及び「株式会社ローソンとの会社

分割（吸収分割）に関する吸収分割契約締結のお知らせ」を御参照願います。 

③新設会社は平成 30年２月 28日までに、平成 28年９月７日に設立いたしました当

社連結子会社であるエル･ティーエフを存続会社とする吸収合併を行い、エル･ティ

ーエフの株式を出資比率当社 51％、ローソン 49％の持株比率となるようにローソン

に株式を譲渡いたします。当該株式譲渡の対価は、3,300百万円を予定しています。 

 

(2) 本契約の日程 

事業統合契約書締結日 平成 29年 4月 12日 

新設分割計画の取締役会承認日 平成 29年 4月 12日 

吸収分割契約の取締役会承認日 平成 29年 4月 12日 

新設分割計画承認株主総会 平成 29年 5月 26日（予定） 

吸収分割契約承認株主総会 平成 29年 5月 26日（予定） 

新設分割の効力発生日 平成 29年 6月 1日（予定） 

吸収分割の効力発生日 平成 29年 6月 1日（予定） 

吸収合併契約締結日（新設会社、エル・ティーエフ） （未定） 

吸収合併の効力発生日 （未定） 

   （注）吸収分割は、ローソンにおいては会社法 796 条 2 項に定める簡易分割とし

て、株主総会の承認を得ずに行う予定です。 

 

3．当社及びローソンの概要 

(1) 当社の概要 

 承継会社 分割会社 

(1)名称 株式会社ローソン 株式会社スリーエフ 

(2)所在地 東京都品川区大崎１丁目 11番 2号 神奈川県横浜市中区日本大通 17 番

地 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 竹増 貞信 代表取締役社長 山口 浩志 

(4)事業内容 コンビニエンスストア事業 コンビニエンスストア事業 
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(5)資本金 58,506百万円 1,396百万円 

(6)設立年月日 昭和 50年 4月 15日 昭和 56年 2月 10日 

(7)発行済株式数 100,300,000株 7,707,095株 

(8)決算期 ２月末日 ２月末日 

(9)従業員数 

（平成 28年２月 29日現在） 

3,846人 316人 

(10) 主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行 

三井住友信託銀行 

(11) 主要取引先 三菱食品株式会社 日本たばこ産業 

(12)大株主及び持株比率 

（平成 29年 2月 28日現在） 

三 菱 商 事 株 式 会 社 50.1% 株式会社 JMK瑞穂 35.7% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  

2.7% 

菊池淳司 4.9% 

株式会社ローソン 4.6% 

日本マスタートラスト信託銀行  

株式会社（信託口）      2.4% 

中居京子 4.1% 

宇佐見瑞枝 3.4% 

（13）当事会社間の関係 

 資本関係 スリーエフの株式の 4.69％をローソンが取得しております。 

 人的関係 該当ありません。 

 取引関係 該当ありません。 

 関連当事者への該当

状況 

該当ありません。 

(14) 最近 3年間の経営成績及び財政状況  （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

決算期 

㈱ローソン（連結） ㈱スリーエフ（連結） 

平成 26年

２月期 

平成 27年

２月期 

平成 28年 

２月期 

平成 26年

２月期 

平成 27年

２月期 

平成 28年

２月期 

純資産 250,497 263,797 272,997 4,015 3,998 1,454 

総資産 620,992 764,614 803,212 14,340 15,802 13,577 

1株当たり純資産（円） 2,455.25 2,561.25 2,643.97 509.64 514.27  178.14 

営業総収入 485,247 497,913 583,452 22,434 20,990 19,036 

営業利益 68,126 70,482 72,541 168 △353 △886 

経常利益 68,880 71,714 69,622 215 △305 △862 

当期純利益 37,965 32,686 31,381 △1,153 54 △2,542 

 

4．今後の見通し 

本契約が、当社の平成 30年 2月期以降の連結業績に与える影響につきましては、現時点

では不明ですが、業績に重要な影響を及ぼすことが明らかとなった場合には、速やかに公

表いたします。 

 

以 上 


