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平成 18 年 12 月 26 日 

各 位 

会社名  住友ベークライト株式会社 

代表者名 代表取締役社長 小川 富太郎 

（コード番号 4203） 

問合せ先 取締役専務執行役員 

経理企画本部長 八幡 保 

（TEL 03-5462-3454） 

 

会社名  筒中プラスチック工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 多田 和男 

（コード番号 4225） 

問合せ先 取締役専務執行役員 江崎 秀昭 

（TEL  03-5652-6701） 

 

住友ベークライト株式会社による筒中プラスチック工業株式会社の 

株式交換による完全子会社化に関するお知らせ 

 

住友ベークライト株式会社（以下「住友ベークライト」といいます。）と筒中プラスチッ

ク工業株式会社（以下「筒中プラスチック」といいます。）は、住友ベークライトを完全親

会社とし、筒中プラスチックを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいま

す。）について平成 18 年 10 月 31 日に基本合意しましたが、両社は本日開催の取締役会に

おいて、本株式交換を行うことを決議し、株式交換契約書を締結いたしましたので、下記

のとおりお知らせします。なお筒中プラスチックは、本株式交換の実施に伴い東京証券取

引所および大阪証券取引所において上場廃止となる予定です。 

 

記 

 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

住友ベークライトは、筒中プラスチックの完全子会社化を目指して、平成 18 年 11 月 1

日から平成 18 年 12 月 7 日まで、筒中プラスチック株式の公開買付けを実施し、本日

現在、筒中プラスチックの発行済株式総数 46,572,537 株から筒中プラスチックが保有

する自己株式数 1,915,935 株（平成 18 年 9 月 30 日現在）を控除した 44,656,602 株の 

うち 40,499,942 株（90.69％）を保有しております。 

住友ベークライトおよび筒中プラスチックは、両社が一体となって取り組むことによ

る経営の効率化およびスピードアップにより、住友ベークライトグループにおける
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Quality of Life 部門の持続的な成長を図り、株主およびお客様にとって一層価値ある

企業に飛躍するべく合併することといたしておりますが、その前提として、筒中プラ

スチックを住友ベークライトの完全子会社とすることとし、本日株式交換契約を締結

いたしました。 

 

２．株式交換の条件等 

（１）株式交換の日程 

平成 18 年 12 月 26 日    株式交換契約書承認取締役会 

   平成 18 年 12 月 26 日    株式交換契約書締結 

   平成 19 年 2 月 23 日（予定）上場廃止日（筒中プラスチック） 

平成 19 年 3 月 1日（予定） 株式交換効力発生日 

平成 19 年 4 月 20 日（予定） 株券交付日 

（注）本株式交換を行うにあたっては、住友ベークライトは会社法第 796 条第 3 項

に基づく簡易株式交換により、筒中プラスチックは会社法第 784 条第 1 項の

規定に基づく略式株式交換により、それぞれ株主総会における承認決議は予

定しておりません。 

 

（２）株式交換比率 

 住友ベークライト 

（完全親会社） 

筒中プラスチック 

（完全子会社） 

株式交換比率 1 0.61 

（注１）株式の割当比率 

筒中プラスチックの普通株式 1株に対して、住友ベークライトの普通株式 0.61 株

を割当交付いたします。ただし、住友ベークライトが保有する筒中プラスチック

の普通株式 40,499,942 株については、割当交付いたしません。 

（注２）株式交換比率の算定根拠 

住友ベークライトおよび筒中プラスチックは、株式交換比率の公正性を担保する

ために、それぞれ第三者機関である野村證券株式会社（以下「野村證券」といい

ます。）および監査法人トーマツ（以下「トーマツ」といいます。）に株式交換比

率のレンジの算定を依頼しました。住友ベークライトは野村證券による株式交換

比率の算定結果を参考に、筒中プラスチックはトーマツによる株式交換比率の算

定結果を参考に、またそれぞれ両社の財務状況、業績動向その他公開買付けの結

果や公開買付け後の両社の株価動向等の要因を勘案し、両社協議を重ねました結

果、最終的に上記の株式交換比率が妥当であることおよび両社の株主の利益を損

ねるものではないとの判断に至り、合意いたしました。なお、野村證券は住友ベ

ークライトの、トーマツは筒中プラスチックの関連当事者には該当しません。 
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（注３）第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠 

野村證券は、住友ベークライトについて、本株式交換の住友ベークライトの財務

数値への影響や株価形成の状況を勘案した上で、市場株価平均法を用いて評価を

行い、筒中プラスチックについては、市場株価平均法、類似会社比較法およびＤ

ＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）による多面的な評価を行い、

それらの結果を総合的に勘案して株式交換比率をレンジで算定いたしました。な

お、両社にて合意した株式交換比率は、野村證券から提示された株式交換比率の

レンジの範囲内です。 

トーマツは、住友ベークライトについて、本株式交換の住友ベークライトの財務

数値への影響や株価形成の状況を勘案した上で、市場株価平均法により算定を実

施し、筒中プラスチックについては、市場株価平均法、類似取引比較法、類似会

社比較法およびＤＣＦ法による多面的な検討を行った上で、公開買付けの結果お

よび公開買付け価格等を総合的に勘案して株式交換比率をレンジで算定いたしま

した。なお、両社にて合意した株式交換比率は、トーマツから提示された株式交

換比率のレンジの範囲内です。 

（注４）株式交換により発行する普通株式数 

住友ベークライトは、平成 19 年 2 月 28 日の最終の筒中プラスチックの株主名簿

（実質株主名簿を含みます。）に記載または記録された筒中プラスチックの株主

（ただし、住友ベークライトを除きます。）に対し、住友ベークライトの普通株式

3,704,282 株を交付します。ただし、筒中プラスチックは、本株式交換の効力発生

日までに筒中プラスチックが保有する自己株式を消却する予定であり、その場合、

住友ベークライトが本株式交換に際して交付する株式数は、3,704,282 株から筒中

プラスチックが消却する自己株式数に 0.61 を乗じた数を減じた数となります。 

また住友ベークライトは、本株式交換に際して交付する株式については、新たな

株式の発行は行わず、その保有する自己株式を交付する予定です。なお住友ベー

クライトは、自己株式について、本株式交換に際して処分する自己株式相当数を

取得する予定です。詳細につきましては、平成 18 年 12 月 26 日付「自己株式の取

得に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

（３）完全子会社となる会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

（４）上場に関する事項 

   筒中プラスチックは、平成 19 年 2 月 23 日をもって上場廃止となる予定です。 

 

（５）会計処理の概要 
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①企業結合の会計上の分類 

共通支配下の取引等に該当する見込みです。 

②損益への影響 

のれんの金額につきましては、現時点では未定です。 

 

３．株式交換の当事会社の概要（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

(1)商号 住友ベークライト株式会社 

（株式交換完全親会社） 

筒中プラスチック工業株式会社 

（株式交換完全子会社） 

(2)事業内容 各種合成樹脂製品の製造、加工、

販売 

各種プラスチックシートの製造・

販売およびシート防水工事 

(3)設立年月日 昭和 7年 1月 25 日 昭和 4年 2月 3日 

(4)本店所在地 東京都品川区東品川二丁目 5 番 8

号 

大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 6号

(5)代表者 代表取締役社長 小川 富太郎 代表取締役社長 多田 和男 

(6)資本金 37,143 百万円 10,063 百万円 

(7)発行済株式総数 265,852,394 株 46,572,537 株 

(8)純資産 131,207 百万円 29,406 百万円 

(9)総資産 202,009 百万円 44,400 百万円 

(10)決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11)従業員数 2,290 人 654 人 

(12)主要取引先 黒田電気、長華電材股份有限公司、

住友商事ケミカル 

オダギリ、昭和興産、三井物産 

(13)大株主及び持株比率 住友化学          18.96％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

（信託口）          5.36％ 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

（信託口）            4.08％ 

ｻﾞ ﾁｪｰｽ ﾏﾝﾊｯﾀﾝ ﾊﾞﾝｸ  

ｴﾇｴｲ ﾛﾝﾄﾞﾝ                 1.93％ 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ    1.90％ 

野村證券                   1.89％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行・ 

住友信託退給口             1.64％ 

三井住友銀行               1.64％ 

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ 

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ           1.64％ 

住友ベークライト        51.33％（注）

筒中プラスチック工業       4.11％ 

筒中プラスチック工業取引先 

持株会                     3.36％ 

筒中従業員持株会           1.39％ 

住友化学                   1.33％ 

積水樹脂                   1.23％ 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

（信託口）                 1.18％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

（信託口）                 1.12％ 

ｼｰﾋﾞｰｴﾇﾜｲ ﾃﾞｨｴﾌｴｲ ｲﾝﾀｰ 

ﾅｼｮﾅﾙ ｷｬｯﾌﾟ ﾊﾞﾘｭｰ ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 1.06％ 

日本生命保険               0.85% 
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ﾒﾛﾝ ﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｰ ｱｽﾞ ｴｰｼﾞｪﾝﾄ  

ﾌｫｰ ｲｯﾂ ｸﾗｲｱﾝﾄ ﾒﾛﾝ ｵﾑﾆﾊﾞｽ  

ﾕｰｴｽ ﾍﾟﾝｼｮﾝ                1.29％ 

（住友ベークライトは、自己株式

3,239 千株（持株比率 1.22％）を保有

しております。） 

 

(14)主要取引銀行 三井住友銀行、住友信託銀行、三

菱東京 UFJ 銀行 

三井住友銀行、住友信託銀行、京

都銀行、常陽銀行、伊予銀行 

資本関係 

 

住友ベークライトは筒中プラスチックの発行済株式から

筒中プラスチックが保有する自己株式（平成 18 年 9 月 30

日現在）を控除した株式数の 90.69％を保有しております。

（平成 18 年 12 月 26 日現在） 

人的関係 

 

住友ベークライトの取締役１名が筒中プラスチック監査

役を兼任しております。 

(15)当事会社の関係 

取引関係 

 

両社において硬質塩化ビニルシートの生産、材料分析評価

分野における合弁事業を行っております。 

（注）住友ベークライトが筒中プラスチックに対して公開買付けを実施（公開買付期

間の末日は平成 18 年 12 月 7 日）したことにより、住友ベークライトの筒中プ

ラスチックに対する持株比率は、本日現在、90.69％（筒中プラスチックの発行

済株式から筒中プラスチックが保有する自己株式(平成 18 年 9 月 30 日現在)を

控除した株式数に対する比率）となっています。 

 

４．最近 3決算期間の業績 

（単体）                                                      （単位：百万円） 

 住友ベークライト株式会社 

（完全親会社） 

筒中プラスチック工業株式会社 

（完全子会社） 

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16年

3 月期 

平成17年 

3 月期 

平成18年

3 月期 

売上高 98,404 103,337 107,185 28,521 33,209 32,830

営業利益 6,624 9,579 16,661 1,138 1,645 462

経常利益 8,682 11,209 20,359 1,247 1,779 826

当期純利益 4,139 4,527 8,098 621 1,083 154

1 株当たり 

当期純利益（円） 
17.13 18.73 33.68 13.05 23.38 3.46

1 株当たり 

年間配当金（円） 
10.00 10.00 15.00 8.00 10.00 10.00
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1 株当たり 

純資産（円） 
434.23 442.36 489.94 652.49 667.23 659.19

 

（連結）                                                      （単位：百万円） 

 住友ベークライト株式会社 

（完全親会社） 

筒中プラスチック工業株式会社 

（完全子会社） 

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16年

3 月期 

平成17年 

3 月期 

平成18年

3 月期 

売上高 170,248 223,474 241,085 41,844 44,895 46,247

営業利益 14,928 19,670 27,249 1,794 2,197 938

経常利益 13,731 20,535 28,570 1,627 2,187 1,085

当期純利益 7,702 9,948 15,212 797 1,342 264

1 株当たり 

当期純利益（円） 
32.14 41.48 63.60 16.98 29.18 5.92

1 株当たり 

純資産（円） 
494.21 528.96 628.56 662.91 683.20 682.69

 

５．株式交換後の状況 

（１）商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期 

本株式交換に伴って、当事会社各社の各々の商号、事業内容、本店所在地、代表者、

資本金、および決算期については、「３．株式交換の当事会社の概要」に記載の内容

から変更はございません。 

なお、住友ベークライトと筒中プラスチックは、株式交換後しかるべき時期に住友

ベークライトを存続会社とする合併を実施する予定です。 

 

（２）業績に与える影響 

筒中プラスチックは、住友ベークライトの連結子会社であり、本株式交換実施が業

績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 

 


