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連結子会社間の合併及び連結子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成27年４月１日を効力発生日として、当社の連結子会社であ

る三重ダイケン㈱、岡山大建工業㈱及び東部大建工業㈱を当社の連結子会社である井波大建工業㈱に吸収

合併（以下、「連結子会社間合併」という。）し、連結子会社間合併の効力発生を停止条件として、同日

付で井波大建工業㈱を当社に吸収合併（以下、「当社合併」といい、連結子会社間合併とあわせて「本合

併」という。）することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、特別利害関係人である取締役は、利益相反の観点から当社合併に係る決議には参加しておりませ

ん。また、連結子会社間合併は当社100％出資の連結子会社間によるものであるため、当社合併は当社

100％出資の連結子会社を吸収合併（簡易合併）するものであるため、開示内容を一部省略しております。 

 

記 

 

１．本合併の目的 

 当社グループは、本合併により経営の効率化と人材の流動化による組織の活性化、開発、製造、営業

の一体化を図り、企業価値向上につながる体制に再編いたします。今後の住宅市場につきましては、人

口の減少や世帯数の減少により、益々新設住宅着工戸数が減少することが予想されており、グループ経

営の一体化によるさらなる企業体質の強化が必要であると判断し、主要な製造子会社である井波大建工

業㈱、三重ダイケン㈱、岡山大建工業㈱及び東部大建工業㈱の４社を合併し、当該合併会社を当社に吸

収合併することといたしました。 

 

２．連結子会社間合併の要旨 

(1) 合併の日程（各当事会社同一日程） 

平成27年１月30日  合併決議取締役会 

平成27年１月30日  合併承認臨時株主総会 

平成27年１月30日  合併契約書締結 

平成27年４月１日  合併期日（効力発生日）（予定） 



(2) 合併方式 

 井波大建工業㈱を存続会社とする吸収合併方式で、三重ダイケン㈱、岡山大建工業㈱及び東部大建

工業㈱は解散いたします。 

(3) 合併に係る割当ての内容 

 連結子会社間合併における合併当事会社は、いずれも当社100％出資の子会社であり、当該合併によ

る株式の割当て及び合併交付金の支払いは行いません。 

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 三重ダイケン㈱、岡山大建工業㈱及び東部大建工業㈱は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行

しておりません。 

 

３．連結子会社間合併における合併当事会社の概要（平成26年12月31日現在） 
 
(１) 商号 

 
井波大建工業㈱ 

（存続会社） 

三重ダイケン㈱ 

（消滅会社） 

岡山大建工業㈱ 

（消滅会社） 

 
東部大建工業㈱ 

（消滅会社） 

(２) 所在地 富山県南砺市 三重県津市 岡山市南区 茨城県高萩市 
 
(３) 代表者 

 
代表取締役社長 

金田正樹 

代表取締役社長 

小野世生 

代表取締役社長 

正本繁三 

 
代表取締役社長 

今川次男 

(４) 事業内容 住宅機器製造 木質内装建材製造 繊維板製造 繊維板製造 

(５) 資本金 100百万円 30百万円 60百万円 100百万円

(６) 設立年月日 平成15年４月16日 昭和62年４月６日 平成８年９月19日 平成11年４月27日

(７) 発行済株式総数 8,000株 600株 1,200株 9,000株

(８) 決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

(９) 大株主及び持株比率 大建工業㈱ 100％ 大建工業㈱ 100％ 大建工業㈱ 100％ 大建工業㈱ 100％

(10) 直前事業年度の財政状態

及び経営成績 

平成26年３月期 

（個別） 

平成26年３月期 

（個別） 

平成26年３月期 

（個別） 

平成26年３月期 

（個別） 

純資産 1,111百万円 841百万円 423百万円 △429百万円

総資産 5,714百万円 10,711百万円 7,336百万円 3,994百万円

１株当たり純資産額 138,887円86銭 1,401,720円63銭 353,091円15銭 △47,678円72銭

売上高 12,379百万円 13,623百万円 15,744百万円 6,566百万円

営業利益 44百万円 249百万円 △171百万円 126百万円

経常利益 176百万円 246百万円 205百万円 174百万円

当期純利益 105百万円 142百万円 121百万円 176百万円

１株当たり当期純利益金額 13,165円93銭 238,267円33銭 101,159円52銭 19,659円97銭

 

４．連結子会社間合併後の状況 

(１) 商号 井波大建工業㈱ 

(２) 所在地 富山県南砺市 

(３) 代表者 代表取締役社長 金田正樹 

(４) 事業内容 住宅機器、木質内装建材及び繊維板製造 

(５) 資本金 100百万円 

(６) 決算期 ３月31日 

 



５．当社合併の要旨 

(1) 合併の日程 

平成27年１月30日  合併決議取締役会（両当事会社） 

平成27年１月30日  合併承認臨時株主総会（井波大建工業㈱） 

平成27年１月30日  合併契約書締結 

平成27年４月１日  合併期日（効力発生日）（予定） 

（注）当社においては、会社法第796条第３項に規定する簡易合併であり、株主総会による承認を経ず

に行うものであります。 

(2) 合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、井波大建工業㈱は解散いたします。なお、当社合併の効力

は、連結子会社間合併の効力発生を停止条件として発生するものといたします。 

(3) 合併に係る割当ての内容 

 当社100％出資の子会社との合併であるため、当社合併による株式の割当て及び合併交付金の支払い

は行いません。 

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 井波大建工業㈱は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

６．当社合併における合併当事会社の概要（平成26年12月31日現在） 

(１) 商号 大建工業㈱ （存続会社） 井波大建工業㈱ （消滅会社） 

(２) 所在地 富山県南砺市 富山県南砺市 

(３) 代表者 代表取締役社長 億田正則 代表取締役社長 金田正樹 
 
(４) 事業内容 

 
繊維板、合板及び各種建材の仕

入及び販売 

住宅機器製造 

(５) 資本金 13,150百万円 100百万円 

(６) 設立年月日 昭和20年９月26日 平成15年４月16日 

(７) 発行済株式総数 130,875,219株 8,000株 

(８) 決算期 ３月31日 ３月31日 
 
(９) 大株主及び持株比率 

（平成26年９月30日現在） 

 
伊藤忠商事㈱    24.41％ 

㈱三井住友銀行    3.77％ 

住友生命保険(相)   3.56％ 

大建工業㈱     100.00％ 

(10) 直前事業年度の財政状態 

及び経営成績 
平成26年３月期（個別） 平成26年３月期（個別） 

純資産 34,456百万円 1,111百万円 

総資産 122,325百万円 5,714百万円 

１株当たり純資産額 274円59銭 138,887円86銭 

売上高 164,708百万円 12,379百万円 

営業利益 1,272百万円 44百万円 

経常利益 2,842百万円 176百万円 

当期純利益 1,455百万円 105百万円 

１株当たり当期純利益金額 11円60銭 13,165円93銭 

 



７．当社合併後の状況 

(１) 商号 大建工業㈱ 

(２) 所在地 富山県南砺市 

(３) 代表者 代表取締役社長 億田正則 

(４) 事業内容 繊維板、合板及び各種建材の製造、加工及び販売 

(５) 資本金 13,150百万円 

(６) 決算期 ３月31日 

 

８．今後の見通し 

 本合併は、当社及び当社100％出資の連結子会社によるものであり、連結業績への影響は軽微でありま

す。 

以 上 


