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連結子会社の吸収合併に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年９月 27 日開催の取締役会において、当社の連結子会社であります大日本塗料販

売株式会社（以下「ＤＮＨ」）、東京ケミカル株式会社（以下「ＴＣＣ」）、大阪ケミカル株式会社（以

下「ＯＣＣ」）および九州ケミカル株式会社（以下「ＫＣＣ」）の４社を吸収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。 

なお、本合併は、当社 100％出資の連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・

内容を一部省略して開示しています。 

 

記 

 

１ 合併の目的 

本合併は、当社が当社の連結子会社であるＤＮＨ、ＴＣＣ、ＯＣＣ、ＫＣＣを吸収合併すること

で、受注業務のスリム化とスピードアップならびに管理コストの軽減を図ることを目的としており

ます。 

 

 

２ 合併の要旨 

（１）合併日程 

合併契約承認取締役会   平成 24 年９月 27 日 

合併契約締結       平成 24 年 10 月１日（予定） 

合併期日（効力発生日）  平成 25 年１月１日（予定） 

※本合併は、会社法第 796 条第３項に規定する簡易合併および会社法第 784 条第１項に規定する

略式合併であるため、合併存続会社および合併消滅会社における合併契約に関する株主総会の

承認を得ることなく行うものであります。 

 

（２）合併方式 

大日本塗料株式会社を合併存続会社とする吸収合併方式とし、ＤＮＨ、ＴＣＣ、ＯＣＣおよび 

ＫＣＣの４社は解散いたします。 
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（３）合併比率及び合併交付金 

ＤＮＨ、ＴＣＣ、ＯＣＣおよびＫＣＣはいずれも大日本塗料株式会社の完全子会社であるため、

本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。 

 

（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り扱い 

  ＤＮＨ、ＴＣＣ、ＯＣＣおよびＫＣＣはいずれも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 合併当事者の概要                      （平成 24 年３月 31 日現在） 

 存続会社 消滅会社 

(1) 商号 大日本塗料株式会社 大日本塗料販売株式会社 

(2) 事業内容 

 

各種塗料の製造販売、塗装機器装置

の販売、塗装工事等 
塗料・樹脂・溶剤の販売 

(3) 設立年月日 昭和４年７月 25 日 平成 17 年４月１日 

(4) 本店所在地 大阪市此花区西九条六丁目１番 124 号 大阪市此花区西九条六丁目１番 124 号

(5) 代表者 代表取締役社長 岩淺 壽二郎 代表取締役社長 廣谷 良則 

(6) 資本金 8,827 百万円 480 百万円 

(7) 発行済株式の総数 148,553,393 株 9,600 株 

(8) 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(9) 従業員数 481 名 134 名 

(10) 大株主および 

持株比率 

明治安田生命保険相互会社 4.71％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4.13％

東京海上日動火災保険株式会社 4.01％

三菱商事株式会社 4.00％ 

大日本塗料株式会社 100％  

 

 消滅会社 消滅会社 

(1) 商号 東京ケミカル株式会社 大阪ケミカル株式会社 

(2) 事業内容 

 

塗料、塗装設備等の販売、 

塗装等工事請負 

塗料、塗装設備等の販売、 

塗装等工事請負 

(3) 設立年月日 昭和 50 年８月 25 日 昭和 50 年９月 18 日 

(4) 本店所在地 東京都大田区蒲田五丁目 13 番 23 号 大阪市此花区西九条六丁目１番 124 号

(5) 代表者 代表取締役社長 久保田 晴美 代表取締役社長 久保田 晴美 

(6) 資本金 96 百万円 50 百万円 

(7) 発行済株式の総数 192,000 株 100,000 株 

(8) 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(9) 従業員数 20 名 20 名 

(10) 大株主および 

持株比率 
大日本塗料株式会社 100％  大日本塗料株式会社 100％  
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 消滅会社 

(1) 商号 九州ケミカル株式会社 

(2) 事業内容 

 

塗料、工業薬品等の販売、 

塗装等工事請負 

(3) 設立年月日 昭和 62 年２月 27 日 

(4) 本店所在地 

 

福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字ハル

142  

(5) 代表者 代表取締役社長 北村 哲也  

(6) 資本金 30 百万円 

(7) 発行済株式の総数 600 株 

(8) 決算期 ３月 31 日 

(9) 従業員数 ２名 

(10) 大株主および 

持株比率 
大日本塗料株式会社 100％  

 

（11）直近事業年度の経営成績および財政状態    （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 ＤＮＴ 

（連結） 

ＤＮＨ 

（単体） 

ＴＣＣ 

（単体） 

ＯＣＣ 

（単体） 

ＫＣＣ 

（単体） 

純資産 18,616 396 212 38 39 

総資産 68,906 3,442 475 152 62 

1 株当たり純資産（円） 112 41,281 2,269 496 129,585 

売上高 70,231 23,671 1,290 581 156 

営業利益 2,639 165 12 ２ △ １ 

経常利益 2,237 179 19 ３ ５ 

当期純利益 1,417 89 17 ３ ２ 

1 株当たり当期純利益（円） 9.55 9,284.08 179.18 37.12 7,359.27 

 

 

４ 合併後の状況 

本合併に際して、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に

変更はありません。 

 

 

５ 今後の業績に与える影響 

当該子会社の合併による、平成 24 年５月 11 日公表の平成 25 年３月期の当社業績予想（連結）

に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 


