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事業子会社の吸収合併に関するお知らせ 
 
 当社は、１００％子会社である株式会社ジオトップ、大同コンクリート工業およびヨーコン株式会社を吸収合併する

ことを決定した旨、２００６年１０月２７日に公表しておりますが、２００７年１月２６日開催の取締役会において同

併に係る合併契約書を承認し、同日付で当社と子会社３社の間で合併契約を締結しましたのでお知らせいたします。 合
  

記 
  
．合併の目的 １

 
当社は、２００５年に発足した株式会社ジオトップ、大同コンクリート工業株式会社およびヨーコン株式会社の共同

持株会社であり、傘下に全国１５工場を有するコンクリートパイル業界最大手の企業です。 
製造部門については、２００６年４月に、生産品目の整理統合などによる製品供給体制の充実を図る目的で、子会社

３社の製造部門を分離独立し、ジャパンパイル製造株式会社を子会社として設立いたしました。 
今般、高度化・多様化する顧客ニーズに迅速に対応して、より安全で経済的な建設基礎を提供するため、建設基礎を

総合的に提供できる効率的な体制を整備することを目的として、営業および施工の事業子会社３社を吸収合併して経営

合することを決定いたしました。 統
 
２．合併の要旨 
 
(１) 合併の日程 

 
合併契約書承認取締役会 2007年１月24日（ヨーコン株式会社） 

2007年1月25日（大同コンクリート株式会社） 

2007年1月26日（株式会社ジオトップ・ジャパンパイル株式会社）

合併契約書締結 2007年1月26日（合併・被合併３社） 

合併効力発生日 2007年4月 1日（予定） 

合併登記 2007年4月 1日（予定） 

   なお、本合併は会社法第796条第3項に定める簡易合併方式によることから、当社は合併契約書承認 

のための株主総会は開催いたしません。 
 
(２) 合併の方式 
 

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、合併により株式会社ジオトップ、大同コンクリート工業株式会社お

よびヨーコン株式会社は解散いたします。 
 
(３) 合併比率 
 

当社は、株式会社ジオトップ、大同コンクリート工業株式会社およびヨーコン株式会社の全株式を保有しており、

この合併に関して株式の発行および資本金の増加はありません。 
 
(４) 会計処理の概要 
 

企業統合に係る会計基準における共通支配下の取引等の会計処理に該当します。 



３．合併当事会社の概要（２００６年９月３０日現在） 
  

(1) 商号 ジャパンパイル株式会社 

（合併会社） 

株式会社ジオトップ 

（被合併会社） 

(2) 事業内容 建設基礎関連事業を営む子会社および 

当グループの経営管理、研究開発業務等

コンクリートパイル・鋼管杭施工 

(3) 設立年月 2005年4月 1937年4月 

(4) 本店所在地 大阪市中央区高麗橋2-1-10 大阪市中央区高麗橋2-1-10 

(5) 代表者 代表取締役社長 藪内貞男 代表取締役社長 藪内貞男 

(6) 資本金 2,815百万円 1,756百万円 

(7) 発行済株式総数 26,151,292株 15,750,000株 

(8) 純資産 11,615百万円 5,684百万円 

(9) 総資産 11,907百万円 28,075百万円 

(10) 決算期 3月31日 3月31日 

(11) 従業員数 26人 232人 

(12) 主要取引先 該当なし 官公庁、ゼネコン、商社等 

(13) 大株主及び持株比率 太平洋セメント㈱       9.59% 

㈱藪内興産          8.38% 

日本ﾄﾗｽﾃｨｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱(信託口)4.83% 

ＪＦＥスチール㈱       4.03% 

㈱三井住友銀行        3.82% 

ジャパンパイル㈱     100.0% 

(14) 主要取引銀行 三井住友銀行、みずほ銀行、住友信託銀行 三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行、住友信託銀行、 

資本関係 合併会社は被合併会社の完全親会社です。 

人的関係 被合併会社の取締役は合併会社の執行役員を兼務しています。 

合併会社の役職員は、主に被合併会社の役職員の兼務及び出向によっています。

(15)   当事会社の関係   

取引関係 経営指導と事務の委託および利益配当等の取引があります。 
 

(1) 商号 大同コンクリート工業株式会社 

（被合併会社） 

ヨーコン株式会社 

（被合併会社） 

(2) 事業内容 コンクリートパイル施工 コンクリートパイル・場所打杭施工 

(3) 設立年月 1934年7月 1958年3月 

(4) 本店所在地 東京都台東区東上野2-14-1 名古屋市東区葵3-24-2 

(5) 代表者 代表取締役社長 小野 勝 代表取締役社長 新谷岳史 

(6) 資本金 100百万円 582百万円 

(7) 発行済株式総数 2,320,000株 580,340株 

(8) 純資産 1,346百万円 48百万円 

(9) 総資産 7,628百万円 6,293百万円 

(10) 決算期 3月31日 3月31日 

(11) 従業員数 140人 86人 

(12) 主要取引先 官公庁、ゼネコン、商社等 官公庁、ゼネコン、商社等 

(13) 大株主及び持株比率 

 

ジャパンパイル㈱       100.0% ジャパンパイル㈱     100.0% 

(14) 主要取引銀行 東日本銀行、商工組合中央金庫 

みずほコーポレート銀行、三井住友銀行

十六銀行、名古屋銀行、岐阜銀行、 

愛知銀行 

資本関係 同上 

人的関係 同上 

(15)   当事会社の関係   

取引関係 同上 



 
(16)最近３決算期間の業績                        （単位：百万円） 
 ジャパンパイル株式会社 株式会社ジオトップ 

決算期 16年 

3月期 
17年 

3月期 

18年 

3月期 
16年 

3月期 
17年 

3月期 

18年 

3月期 
売上高 － － 200 21,786 29,795 31,769
営業利益 － － 198 192 782 1,231
経常利益 － － 197 150 782 1,244
当期純利益 － － 181 △8 130 500
１株当たり当期純利益（円） － － 7.7 △0.5 6.8 31.7
１株当たり年間配当金（円） － － 8 6 8 13
１株当たり純資産（円） － － 424 396 398 415

 

 大同コンクリート工業株式会社 ヨーコン株式会社 

決算期 16年 

3月期 
17年 

3月期 
18年 

3月期 

16年 

3月期 
17年 

3月期 
18年 

3月期 
売上高 11,394 14,168 17,627 12,275 12,106 14,167
営業利益 283 487 632 △339 △306 △376
経常利益 242 418 458 △333 △300 △350
当期純利益 100 691 408 △562 △399 △1,114
１株当たり当期純利益（円） 43.3 297.8 176.1 △967.9 △689.1 △1,920.2
１株当たり年間配当金（円） － 6 57 － － －

１株当たり純資産（円） 1,338 1,637 1,773 2,876 2,230 361
 
 
３．合併後の状況 
 
 

(１) 商 号 ジャパンパイル株式会社 
(２) 事 業 内 容 建設基礎関連事業を営む子会社および当グループの経営管理、 

建設基礎の営業・施工、研究開発業務等 
(３) 本 店 所 在 地 大阪市中央区高麗橋二丁目１番１０号 
(４) 代 表 者 代表取締役社長 藪 内 貞 男 
(５) 資 本 金 ２,８１５百万円（合併に伴う資本金の増加はありません） 
(６) 総 資 産 ４５０億円（概算） 
(７) 決 算 期 3月31日 
(８)  業績に与える影響 当社の100%子会社の吸収合併であるため、当社の連結業績に 

与える影響はありません。 
以上 


