
 

平成 18年 12月 22日 

 

各  位 

 

会 社 名  東 海 パ ル プ 株 式 会 社

代表者名  代表取締役社長 安 本  昌 司

  （コード番号 3706 東証第 1部）

問合せ先  企 画 部 長 石 橋  達 彦

（ＴＥＬ 03－3273－8282）

 

会 社 名  特 種 製 紙 株 式 会 社

代表者名  代表取締役社長 三 澤  清 利

  （コード番号 3881 東証第 1部）

問合せ先  社 長 室 室 長 三 谷  充 弘

（ＴＥＬ 03－5209－3116）

 

 

株式移転計画作成のお知らせ 

 

東海パルプ株式会社（代表取締役社長 安本 昌司、以下「東海パルプ」）と特種製紙株式会社（代表取

締役社長 三澤 清利、以下「特種製紙」、東海パルプと特種製紙を併せて「両社」）は、共同持株会社設立

による経営統合に関する平成 18年 11月 21日付基本合意書に基づき、本日、共同して株式移転計画を作

成いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、下記は平成 18年 11月 21日付「東海パルプ株式会社と特種製紙株式会社の共同持株会社設立

による経営統合に関するお知らせ」の内容のうち、詳細決定した事項である①持株会社の組織、 
②株式移転の日程、③新株予約権付社債の取扱いについて変更のうえ、再度掲載したものであります。 

 

記 

 

1. 株式移転の趣旨 

 

（1） 経営統合の背景・目的 

産業用紙や家庭紙を主力事業とし、近年、環境事業に注力している東海パルプと、数多くの“国

産第一号製品”を世に送り出してきた特殊紙専業メーカーである特種製紙は、共に静岡県に基盤

を持つ製紙会社として特色のある事業展開を行ってまいりました。しかしながら、昨今、我が国
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の製紙業界は、経済構造の変化により国内需要の伸びは期待できない状況にあり、さらに原燃料

費の高騰等により企業を取り巻く環境は一段と厳しくなってきております。両社は、今後の業界

環境の変化に柔軟に対応し、今後の成長戦略をより発展的に推進するため、持株会社設立による

経営統合を図り、製紙業界の中でユニーク且つ存在感のある企業グループを形成することが不可

欠であるとの判断をするに至りました。 

この持株会社設立による経営統合により、産業用紙、特殊紙、家庭紙の各分野における互いの

強みを活かしつつ、我が国の製紙業界でこれまでに無い独自性・独創性のあるクリエイティブな

製紙メーカーを目指します。 

 

（2） 経営統合の効果 

 本件統合により、企業規模及び資本の拡充による事業基盤の安定化、加えて、特殊紙におけ

るプレゼンスを確保します。この規模拡大と静岡県に基盤を持つ両社の特性を活かし、物流コス

ト削減、生産効率の向上、資材調達費の削減、エネルギーバランスの改善等により合理化効果の

実現を目指します。 

 

（3） 持株会社の組織 

持株会社には、経営戦略の立案並びに子会社及び孫会社の管理等を行う経営戦略室、財務及び

IR機能等を担う財務･IR室、両社の人事交流や採用戦略立案等を行う秘書室及び内部監査を担う
監査室の 4室のほか、企業グループのコンプライアンスを統括するコンプライアンス委員会、役

員報酬等のための報酬の水準、体系等の適切性につき審議を行う報酬委員会、役員等の選任、重

要な役員人事等の適切性につき審議を行う指名委員会を設置します。（別紙ご参照） 

 

2. 株式移転の条件等 

 

（1） 株式移転のスキーム 

  両社は、株式移転により持株会社を設立し、その完全子会社として持株会社の傘下に入ります。

また、本件統合後、本件統合の効果を最大限に発揮するために、完全子会社となる両社の子会社

（持株会社の孫会社）を含めた企業グループ内再編を検討してまいります。 
ただし、今後、手続きを進める過程で、やむを得ない状況が生じた場合には、両社協議の上、

スキームを変更する場合があります。 
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（2） 株式移転の日程 

平成 18年 12月 20日（水）  両社臨時株主総会に係る基準日 

平成 18年 12月 22日（金）  両社取締役会（株式移転計画の作成） 

平成 19年 2月 21日（水） (予定) 両社臨時株主総会（株式移転計画承認） 

平成 19年 3月 27日（火） (予定) 両社上場廃止日 

平成 19年 4月 2日（月） (予定) 持株会社の設立登記日(効力発生日)、持株会社上場日 

平成 19年 5月 21日（月） (予定) 株券交付日 

ただし、今後、手続きを進める過程で、やむを得ない状況が生じた場合には、両社協議の上、

日程を変更する場合があります。 

 

（3） 株式移転比率 

 

① 株式移転比率 

株式移転に伴い両社の株式に割り当てられる持株会社の普通株式数は、以下の割合といたしま

す。 

 

会社名 東海パルプ 特種製紙 

株式移転比率 1 1.73 

これにより、東海パルプ普通株式 1株に対し、持株会社普通株式 1株を、特種製紙普通株式 1

株に対し、持株会社普通株式 1.73株を、それぞれ割り当てます。 

ただし、この株式移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合、または、重大

な影響を与える事由が生じた場合には、両社協議の上、株式移転比率を変更することがあります。 

 

② 株式移転比率の算定根拠 

東海パルプは三菱 UFJ証券株式会社、特種製紙はみずほ証券株式会社をそれぞれフィナンシャ

ルアドバイザーに指名し、株式移転比率に対する第三者機関としての評価を依頼しました。両社

はそれぞれのフィナンシャルアドバイザーの評価結果を勘案した上で、協議・交渉し、株式移転

比率を決定しました。 

 

③ 第三者機関による算定結果、算定方法 

三菱 UFJ 証券株式会社は、市場株価平均法、DCF 法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロ

ー法）、修正簿価純資産法等の手法を用いた上で、これらの結果を総合的に勘案して株式移転比率

を算定しました。 

みずほ証券株式会社は、市場株価基準法、時価純資産法、DCF 法（ディスカウンテッド・キャ

ッシュ・フロー法）等の手法を用いた上で、これらの結果を総合的に勘案して株式移転比率を算

定しました。 
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（4） 剰余金の配当について 

平成 19年 3月期の期末配当につきましては、両社とも、安定配当維持の観点からそれぞれの平

成 19年 3月期中間決算短信における予想の通り実施する予定です。 

 

（5） 持株会社の上場申請に関する事項 

持株会社は、東京証券取引所に新規上場を行うこととなる予定です。上場日は、東京証券取引

所の規則等に基づき決定されますが、持株会社の登記申請日である平成 19年 4月 2日となる予定

です。株式移転に伴い、現在両社が証券取引所に上場している普通株式は、平成 19年 3月 27日

をもって上場廃止となる予定です。 

 

（6） 経営統合の推進体制 

  両社の経営統合を円滑・迅速に推進するため、統合準備委員会を組織し、その下部組織として

統合準備小委員会を設置し、準備を進めております。 

 

（7） 会計処理の概要 

本統合に関する会計処理につきましては、企業結合会計に係る基準（「企業結合会計に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会・平成 15年 10月 31日））並びに企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第 10号・平成 17年 12月 27

日）を適用し、持分プーリング法による予定です。 

ただし、同会計基準を適用した結果、最終的にパーチェス法による可能性もあります。この場

合、「のれん」が発生することが予想されますが、その金額につきましては確定しておりません。 

 

（8） 新株予約権付社債の取扱い 

東海パルプが発行している転換社債型新株予約権付社債につきましては、管理委託契約証書第

1条第(8)号④の規定に基づき、平成 19年 2月 21日開催予定の両社の臨時株主総会において株式移

転による共同持株会社の設立に関する議案が承認されることを条件として、額面金額 100 円につき

102円で繰上償還いたします。社債権者への通知として、管理委託契約証書第 1条第(8)号⑤およ
び第 28条の規定に基づき、平成 19年 2月 22日（予定）に日本経済新聞において公告するとと

もに、定款所定の電子公告を行います。社債の償還期日は、平成 19年 3月 23日（予定）であり

ます。 

 

（9） ストックオプションの取扱い 

特種製紙が平成 18年 6月 25日の定時株主総会後において導入しましたストックオプション制

度につきましては、平成 19年 2月 21日開催予定の両社の臨時株主総会において、株式移転による共

同持株会社の設立に関する議案が承認されることを条件として、廃止し、取締役及び監査役に付与

しているストックオプションにつきましては、無償にて消却する予定です。 
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3. 株式移転の当事会社の概要 

（平成 18年 9月 30日現在） 

(1)商号 東海パルプ 特種製紙 

(2)事業内容 紙・パルプの製造、加工、販売 特殊印刷用紙・特殊機能紙の製造、加工、販売 

(3)設立年月日 明治 40年 12月 5日 大正 15年 11月 21日 

(4)本店所在地 静岡県島田市向島町 4379番地 静岡県駿東郡長泉町本宿 501番地 

(5)代表者 代表取締役社長兼社長執行役員 安本 昌司 代表取締役社長 三澤 清利 

(6)資本金 6,461百万円 6,867百万円 

(7)発行済株式総数 65,193,504株 50,911,917株 

(8)純資産 21,596百万円（連結） 39,854百万円（連結） 

(9)総資産 90,358百万円（連結） 47,983百万円（連結） 

(10)決算期 3月 31日 3月 31日 

(11)従業員数 1,370名（連結） 545名（連結） 

(12)主要取引先 三菱商事㈱ 

新生紙パルプ商事㈱ 

国際紙パルプ商事㈱ 

平和紙業㈱ 

㈱竹尾 

平和紙業㈱ 

新生紙パルプ商事㈱ 

㈱大文字洋紙店 

(13)大株主及び持株比

率 

三菱商事㈱ 

中央建物㈱ 

大成建設㈱ 

㈱静岡銀行 

㈱三菱東京 UFJ銀行 

6.75%

5.52%

5.37%

4.56%

4.51%

特種製紙㈱ 

ﾛﾝﾊﾞｰﾄﾞ ｵｰﾃﾞｨｴ ﾀﾞﾘｴ ﾍﾝﾁ ｱﾝﾄﾞ ｼｰ 

㈱静岡銀行 

㈱十六銀行 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 

9.44%

4.91%

4.83%

4.83%

4.77%

(14)主要取引銀行 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 他 ㈱静岡銀行 他 

資本関係 特筆すべき事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 (15)当事会社との関係 

取引関係 特筆すべき事項はありません。 

(16)最近 3年間の業績と今期の業績見通し（連結）                                 [百万円]

 東海パルプ 特種製紙 

 H16/3 

実績 

H17/3 

実績 

H18/3 

実績 

H19/3 

予想 

H16/3 

実績 

H17/3 

実績 

H18/3 

実績 

H19/3 

予想 

売 上 高 55,022 54,086 54,738 65,000 22,076 22,103 21,496 21,400

営 業 利 益 1,903 3,067 2,068 2,000 1,921 1,462 418 900

経 常 利 益 1,650 2,623 1,869 1,700 843 1,795 880 950

当 期 純 利 益 757 882 1,590 900 -3,539 1,393 1,246 750

1 株当たり利益（円） 12 13 24 14 -70 26 25 16

1 株当たり配当金（円） 5 7 7 7 10 11 10 10

1株当たり株主資本（円） 289 299 338 ― 791 813 843 ― 

（注）H19/3期の業績予想は、東海パルプ、特種製紙のいずれも平成 18年 11月 10日の中間決算発表

時の業績予想数値であります。 
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4. 持株会社の概要 

 

（1） 商号   特種東海ホールディングス株式会社 

（2） 事業内容   特種東海ホールディングスは、傘下子会社及びグループの経営 

    管理並びにそれに附帯する業務を行います。 

（3） 本店所在地  静岡県島田市向島町 4379番地 

（4） 取締役及び  代表取締役社長：安本 昌司 

監査役（予定）  代表取締役副社長：三澤 清利 

          その他数名の取締役及び監査役を選任する予定です。 

（5） 資本金   100億円 

（6） 発行予定株式数  153,271,120株（一単元の株式数は 1,000株とする予定です） 

    ※ただし、上記株式数については東海パルプが発行している転

    換社債型新株予約権付社債の転換権の行使により調整される可

    能性があります。 

（7） 決算期   3月 31日 

（8） 配当政策                  従前と変わらない配当額の水準を基本として、安定配当を行う   

予定です。 

 

5. 今後の見通し 

 

東海パルプが平成 18年 11月 10日付で公表した平成 19年 3月期業績予想の売上高は連結 65,000

百万円、単体 46,000百万円であり、特種製紙が平成 18年 11月 10日付で公表した平成 19年 3月期業

績予想の売上高は連結 21,400百万円、単体 19,300百万円であります。 

両社の平成19年3月期業績予想の連結売上高を単純合算しますと86,400百万円となります。なお、

経常利益及び当期純利益に関しましては、その算定に時間を要しますので業績に与える影響につきま

しては確定次第、適時開示を行う予定です。 

 

 

以   上 
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（別紙） 

 

 

取締役会
グループの意思決定機関

監査室

財務･IR室 経営戦略室秘書室

総務

組織・人事戦略

決算・資金管理

IR機能
経営戦略の立案

子会社管理

監査役会

株主総会

特種東海ホールディングス特種東海ホールディングス

コンプライアンス委員会

報酬委員会

指名委員会
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