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子会社との合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 19 年 11 月 29 日開催の取締役会において、平成 20 年４月１日を期して、下記の

とおり当社の完全子会社である株式会社中村製作所を吸収合併することを決定いたしましたので

お知らせいたします。 

 

記 

 

１.合併の趣旨 

被合併会社である株式会社中村製作所は、当社の全額出資の完全子会社であり、主に金属

プレス用金型の製作販売を行っております。株式会社中村製作所を吸収合併することにより、

当社グループの開発、営業体制の効率化を図り、競争力向上を目指してまいります。 

 

２.合併の内容 

（１）合併の日程 

①合併契約承認取締役会 平成 19 年 11 月 29 日 

②合併契約締結 平成 19 年 11 月 29 日 

③合併契約承認株主総会 ― 

菊池プレス工業株式会社 

（合併会社） 

会社法第796条第３項の規定に基づく簡易合併であ

り、合併契約承認株主総会は開催いたしません。 

株式会社中村製作所 

（被合併会社） 

会社法第784条第１項の規定に基づく略式合併であ

り、合併契約承認株主総会は開催いたしません。 

④合併期日（効力発生日） 平成 20 年４月１日（予定） 

⑤合併登記 平成 20 年４月２日（予定） 

 

（２）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社中村製作所は解散します。 
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（３）合併比率 

株式会社中村製作所は当社の完全子会社であり、合併に際して新株式の発行は行わない

ため、合併比率は算定しておりません。また、合併による資本金の増加はありません。 

 

（４）新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社及び株式会社中村製作所の新株予約権等の取扱いにつきましては、該当事項はあり

ません。 

 

（５）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。 

 

３.合併当事会社の概要（平成 19 年３月 31 日現在） 

（１）商号 
菊池プレス工業株式会社 

（合併会社） 

株式会社中村製作所 

（被合併会社） 

（２）主な事業内容 自動車用部品の製造販売 金属プレス用金型の製作販売 

（３）設立年月日 昭和 28 年 11 月４日 昭和 27 年３月 13 日 

（４）本店所在地 東京都羽村市神明台四丁目８番地 41 群馬県桐生市広沢町四丁目 2438 番地

（５）代表者 代表取締役社長  菊池 俊嗣 代表取締役社長  芦名 俊郎 

（６）資本金の額 1,531 百万円 295 百万円 

（７）発行済株式総数 7,281,000 株 590,000 株 

（８）純資産 16,345 百万円 434 百万円 

（９）総資産 37,505 百万円 795 百万円 

（10）事業年度の末日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）従業員数 617 名 40 名 

（12）主要取引先 

本田技研工業㈱ 

富士重工業㈱ 

日産自動車㈱ 

菊池プレス工業㈱ 

（13）大株主及び持株比率 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

本田技研工業㈱ 20.6％ 

㈱ケー・ピー  16.7％ 

菊池 俊嗣   16.6％ 

菊池プレス工業㈱ 100.0％ 

（14）主要取引銀行 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱足利銀行 

資本関係 
被合併会社は当社の全額出資の完全

子会社です。 

人的関係 
被合併会社は当社から役員の派遣を

受けています。 
（15）当事会社の関係 

取引関係 
被合併会社は当社に対し、主に金属プ

レス用金型を販売しております。 
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（16）最近３決算期間の業績 

 
菊池プレス工業株式会社（合併会社） 株式会社中村製作所（被合併会社） 

決算期 
平成 17 年 

９月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 17 年 

９月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

売上高 

（百万円） 
23,480 14,403 30,998 678 494 741

営業利益 

（百万円） 
1,241 1,229 2,827 △16 2 △0.7

経常利益 

（百万円） 
1,253 1,200 2,878 1 13 21

当期純利益 

（百万円） 
753 641 1,640 0.2 7 10

1 株当たり 

当期純利益

（円） 

99.48 85.48 225.40 0.35 13.33 17.75

1 株当たり 

配当金（円） 
16.00 9.00 23.00 ― ― ―

1株当たり 

純資産（円） 
1,911.64 2,016.75 2,245.68 704.92 718.25 736.00

※当社及び株式会社中村製作所の平成 18 年３月期につきましては、決算期変更により６ヶ月決算

となっております。 

 

４.合併後の状況 

（１）商号 菊池プレス工業株式会社 

（２）主な事業内容 自動車用部品の製造販売 

（３）本店所在地 東京都羽村市神明台四丁目８番地 41 

（４）代表者 代表取締役社長 菊池 俊嗣 

（５）資本金の額 合併による変動はありません。 

（６）総資産 未定 

（７）事業年度の末日 ３月 31 日 

（８）業績に与える影響 合併による業績に与える影響は軽微であります。 

以上 


