
 
平成 20 年 2 月 4 日 

各  位 

会 社 名        サ ン 電 子 株 式 会 社                  

代 表 者 名        代表取締役社長 鈴木 祥司               

（ J A S D A Q コ ー ド ： 6 7 3 6 ）  

問 合 せ 先        取締役経理部長 加藤 俊朗               

電 話 番 号 （0587） 55－2201 
 

子会社との吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ 

当社は、平成20年2月4日開催の当社取締役会において、平成20年4月1日付で、下記のとおり当社

の100％子会社であります株式会社サンコミュニケーションズを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 

当社は、電子機器の開発・製造・販売を主たる業務内容としており、被合併会社である株式会社

サンコミュニケーションズは、電気通信機器およびソフトウェアの開発・製造・販売を主たる業務

内容として事業活動を展開しておりますが、当社グループ全体の経営資源の集中と経営の効率化を

図ることを目的として、同社を吸収合併することといたしました。 

２ 合併の要旨 

(1) 合併の日程 

合併承認取締役会 平成20年2月4日 

合併契約締結日 平成20年2月4日 

合併承認株主総会 開催いたしません 

合併期日(効力発生日) 平成20年4月1日(予定) 

合併登記 平成20年4月1日(予定) 

注)本合併は、会社法第796条第３項に定める簡易合併ならびに同法第784条第１項に定める略式

合併の規定により、当社および株式会社サンコミュニケーションズにおいて、合併契約書に

関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。 

(2) 合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社サンコミュニケーションズは解散いたします。 

(3) 合併比率並びに合併交付金 

当社は、株式会社サンコミュニケーションズの全株式を所有しており、本合併による新株式の

発行および資本金の増加、ならびに合併交付金の支払はありません。 

(4) 消滅会社の新株予約権及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。 

(5) 会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準に基づき、共通支配下における取引として会計処理を行います。なお、

のれんは発生いたしません。 
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３ 合併当事者の概要 (平成19年9月30日現在) 

(1) 商号 
サン電子株式会社 

(合併会社) 

株式会社サンコミュニケーションズ

(被合併会社) 

(2) 主な事業内容 電子機器の開発・製造・販売 電気通信機器およびソフトウェアの

開発・製造・販売 

(3) 設立年月日 昭和 46 年 4月 16 日 平成 2年 4月 10 日 

(4) 本店所在地 愛知県江南市古知野町朝日 250 番地 愛知県江南市古知野町朝日 250 番地

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 祥司  代表取締役社長 丹羽 正義  

(6) 資本金の額 891 百万円 30 百万円 

(7) 発行済株式総数 10,840,400 株 600 株 

(8) 純資産 7,935 百万円 166 百万円 

(9) 総資産 10,771 百万円 328 百万円 

(10) 事業年度の末日 3月31日 3月31日 

(11) 従業員数 219 名 13 名 

(12) 主要取引先 

(仕入先) 

新光商事㈱ 

富士エレクトロニクス㈱ 

㈱新興製作所 

(販売先) 

㈱藤商事 

㈱大一商会 

㈱創英社 

(仕入先) 

兼松㈱ 

㈱ルネサスデバイス販売 

日本ソリューション㈱  

(販売先) 

㈱ＮＴＴコムウェア 

ドコモエンジニアリング㈱ 

三洋マービックメディア㈱ 

(13) 大株主及び持株比率 

東海エンジニアリング㈱  19.4％ 

前田昌美 5.1％ 

従業員持株会 3.7％ 

前田英行 3.3％ 

内海倫江 3.1％ 

サン電子㈱  100.0％ 

(14) 主要取引銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

みずほ銀行 

愛知銀行 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

愛知銀行 

資本関係  当社は、被合併会社の発行済株式の100％を保有しております。

人的関係 
当社取締役１名及び監査役１名がそれぞれ被合併会社の取締

役・監査役を兼任しております。 
(15) 当事会社間の関係等 

取引関係 該当事項はありません。 
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 (16) 最近３年間の業績 

 (単位：百万円) 

 サン電子株式会社 

(合併会社) 

株式会社サンコミュニケーションズ 

(被合併会社) 

決算期 
平成17年 

3月期 

平成18年 

3月期 

平成19年 

3月期 

平成17年 

3月期 

平成18年 

3月期 

平成19年 

3月期 

売上高 9,823 11,077 9,407 190 377 342

営業利益 1,145 745 525 △ 88 38 27

経常利益 1,290 1,298 640 △ 88 38 26

当期純利益 524 886 260 △ 89 36 55

１株当たり当期純利益(円) 92.36 167.26 24.35 △148,422.61 61,393.43 92,302.33

１株当たり配当金(円) 20 30 15 ― ― 1,666.66

１株当たり純資産(円) 1,311.20 1,455.92 736.44 4,429.14 65,905.90 158,124.90

(注) 当社は、平成18年4月1日付けで株式の分割(1：2)を行っております。 

４ 合併後の状況 

(1) 商号 サン電子株式会社 

(2) 主な事業内容 電子機器の開発・製造・販売 

(3) 本店所在地 愛知県江南市古知野町朝日250番地 

(4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鈴木 祥司 

(5) 資本金の額 891百万円 

(6) 事業年度の末日 3月31日 

(7) 合併による業績への影響・見通し 

合併による平成20年3月期の連結及び単体業績に与える影響はありません。また、平成21年3月期

の単体業績への影響につきましては、売上高・経常利益等の増加が見込まれますが、影響は軽微で

あります。 

以 上 
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