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子会社との簡易合併に関するお知らせ

当社は、平成 18 年８月 11日開催の取締役会において、平成 18 年９月 30 日を合併期日として、下

記のとおり当社子会社アルファトレーディング株式会社（非連結子会社）を、簡易合併の手続きによ

り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。

記

１．合併の目的

アルファトレーディング株式会社は海外機械メーカーの代理店として機械製品の国内販売を

行って参りましたが、当該子会社を吸収合併することにより、アルファトレーディング株式会社

と取引関係のあった海外メーカーの総販売代理店として、当社が商権を引き継ぎ、国内販売の強

化を図るものであります。

２．合併の要旨

（１）合併の日程

ア  合併契約書承認取締役会   平成 18 年 ８月 11 日

イ  合併契約書調印           平成 18 年 ８月 11 日

ウ  合併契約書承認株主総会

（ア）当社

会社法第 796 条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに行うものです。

（イ）アルファトレーディング株式会社

会社法第 784 条第１項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに行うものです。

エ  合併期日（効力発生日）   平成 18 年 ９月 30 日

（２）合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、アルファトレーディング株式会社は解散いた

します。

（３）合併比率

当社出資比率 100%の子会社との合併であり、新株式の発行および合併交付金の支払は

行いません。

（４）会計処理の概要

企業結合に係る会計基準上、「共通支配下の取引」に該当します。なお、「のれん」

は発生する見込みです。



３．合併当事会社の概要                                         （平成 18年８月 11日現在）

（１）商号 ラサ商事株式会社

（合併会社）

アルファトレーディング株式会社

（被合併会社）

（２）事業内容 食糧、製鋼原料、鉱物資源、産業

機械、建設機械および環境関連設

備の販売

動力機械器具、風水力機械器具お

よびそれらの部品の販売および

輸出入業務

（３）設立年月日 昭和 14 年１月 10 日 昭和 60 年９月 10 日

（４）本店所在地 東京都中央区日本橋箱崎町８番１号 東京都中央区日本橋箱崎町８番１号

（５）代表者 代表取締役社長  井村周一 代表取締役 伊藤信利

（６）資本金 1,854 百万円 10 百万円

（７）発行済株式総数 12,400,000 株 160 株

（８）株主資本 6,001百万円（平成18年３月期末） 43 百万円（平成 17年７月期末）

（９）総資産 14,277 百万円（平成 18 年３月期末） 71 百万円（平成 17年７月期末）

（10）決算期 ３月 31 日 ７月 31 日

（11）従業員数 205 名 ２名

（12）主要取引先 販売先：華新麗華（台湾）

キンセイマティック株式会社

神鋼商事株式会社

購入先：三菱商事株式会社

        アイルカ社（豪）

大平洋機工株式会社

販売先：新日本石油精製株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社酉島製作所

購入先：ウラカ社（独）

シュレダール社（独）

KA-TE システム社（スイス）

（13）大株主及び

持株比率

１．大平洋金属（株）   8.38%

２．ラサ工業（株）     8.06%

３．（株）損害保険ジャパン 6.20%

（平成 18 年３月期末）

ラサ商事（株）  100%

（14）主要取引銀行 株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

株式会社りそな銀行

株式会社三菱東京 UFJ 銀行

（15）当事会社の関係 資本関係 当社が 100%出資しております。

人的関係 役員は当社の社員が兼務しております。

取引関係 事業取引および事業外取引はございません。

（16）最近３決算期間の業績                                                （単位：百万円）

ラサ商事株式会社

（存続会社）

アルファトレーディング株式会社

（被合併会社）

決算期 平成 16年

３月期

平成 17年

３月期

平成 18年

３月期

平成 15年

７月期

平成 16年

７月期

平成 17年

７月期

売上高 23,642 25,320 29,324 253 281 216

営業利益 525 1,314 1,399 ６ 14 ９

経常利益 429 1,296 1,342 ６ 14 ９

当期純利益 74 557 762 ４ ８ ６

１株当たり

当期純利益 （円）

7.18 53.60 71.32 25,352.34 56,093.28 41,546.75

１株当たり

年間配当金 （円）

5.00 5.00 11.00 6,250 12,500 6,250

１株当たり

株主資本   （円）

326.68 380.30 484.96 191,916.72 241,759.99 270,806.74



４．合併後の状況

（１） 商 号 ラサ商事株式会社

（２） 事 業 内 容 食糧、製鋼原料、鉱物資源、産業機械、建設機械および環境関連

設備の販売

（３） 本店所在地 東京都中央区日本橋箱崎町８番１号

（４） 代 表 者 代表取締役社長 井村周一

（５） 資 本 金 1,854 百万円

（合併による資本金の増加はありません。）

（６） 総 資 産 14,348 百万円（71 百万円）

（注）（     ）内は合併による増加見込み分です。

（７） 決 算 期 ３月 31 日

（８） 業績に与える影響 本合併による事業の効率化、生産性の向上等が見込まれますが、

業績に与える影響は軽微であり、既に公表している業績の見通し

に変更はありません。

以  上


