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全額出資子会社である旭硝子ウレタン株式会社及び旭ペンケミカル株式会社     

との合併に関するお知らせ 
 

当社は、平成２０年１０月３１日開催の当社取締役会において、平成２１年１月１日付で、当社の

全額出資の連結子会社である、旭硝子ウレタン株式会社及び旭ペンケミカル株式会社と簡易合併及び

略式合併の手続きにより合併することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

本合併は、全額出資子会社との合併のため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。 

 

記 

１．合併の目的 

旭硝子ウレタン株式会社は、当社より供給されたプロピレンオキサイドを原料にポリオール

（ＰＰＧ）等のウレタン原料及びウレタン製品の製造を行っており、その全量を当社を通して販

売しております。 

旭ペンケミカル株式会社は、当社より供給された塩素等を原料にトリクロールエチレン等の有

機化学製品の製造を行っており、その大部分を当社を通して販売しております。 

今般、業務効率の改善と経費削減等を図ることを目的として、両社を吸収合併することとしま 

した。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

合併契約承認取締役会  平成２０年１０月３１日 

合併契約書締結     平成２０年１０月３１日 

合併契約承認株主総会 本合併は、当社においては会社法第７９６条第３項に規定する簡 

易合併であり、旭硝子ウレタン株式会社及び旭ペンケミカル株式 

会社においては会社法第７８４条第１項に規定する略式合併であ 

るため、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。 

合併の効力発生日    平成２１年１月１日（予定） 

(財)財務会計基準機構会員



（２）合併の方式 

当社を存続会社とし、旭硝子ウレタン株式会社及び旭ペンケミカル株式会社は解散いた 

  します。当社は、旭硝子ウレタン株式会社及び旭ペンケミカル株式会社の発行済株式の全部  

を有するので、合併に際し、新株の発行及び資本金の増加は行いません。 

 

３．合併会社の概要 

（１）存続会社 

                         （平成２０年６月３０日現在） 
(１) 商号 旭硝子株式会社 
(２) 事業内容 ガラス製品、化学製品、電子・ディスプレイ材

料などの製造及び販売 
(３) 設立年月日 昭和２５年６月１日 
(４) 本社所在地 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 
(５) 代表者 代表取締役 石村 和彦 
(６) 資本金 90,863 百万円 
(７) 発行済株式総数 1,186,689 千株 
(８) 株主資本（単独） 551,301 百万円 
(９) 総資産 （単独） 1,211,276 百万円 
(10) 決算期 12 月 
(11) 従業員数 6,043 名 
(12) 主要取引先 AGCﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｸﾞﾗｽ台湾㈱、シャープ㈱、他 
(13) 大株主及び 

持株比率 
 
 
 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行    (信託口)   8.01% 
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 (信託口)   6.58% 
明治安田生命保険         4.05% 
東京海上日動火災保険       3.98% 
日本生命保険           3.07% 

(14) 主要取引銀行 三菱東京UFJ 銀行 
最近３決算期間の単独業績（百万円） 
決算期 17 年 12 月期 18 年 12 月期 19 年 12 月期 
売上高 576,229 637,050 634,870 
営業利益 46,554 61,247 73,370 
経常利益 62,504 73,607 83,023 
当期純利益 43,008 △31,807 52,863 
1 株当たり当期純利益

(円) 
36.81 △27.12 45.06 

1 株当たり配当金(円) 15.00 16.00 20.00 

(15) 

1 株当たり純資産(円) 578.15 536.00 546.14 
 

※△は損失を示しています。 

 

 

 

 

 



（２）消滅会社 

                               （平成２０年６月３０日現在） 
(１) 商号 旭硝子ウレタン株式会社 旭ペンケミカル株式会社 
(２) 事業内容 ポリオール等のウレタン原料

及びウレタン製品の製造 
トリクロールエチレン等の有

機化学製品の製造販売 
(３) 設立年月日 昭和４９年７月１６日 昭和４１年２月２５日 
(４) 本社所在地 茨城県神栖市東和田 25 番地 千葉県市原市五井海岸   

10 番地 
(５) 代表者 代表取締役 福田博樹 代表取締役 村山好美 
(６) 資本金 1,120 百万円 1,152 百万円 
(７) 発行済株式総数 2,240 千株 2,304 千株 
(８) 株主資本（単独） 1,734 百万円 2,839 百万円 
(９) 総資産 （単独） 11,195 百万円 7,503 百万円 
(10) 決算期 12 月 12 月 
(11) 従業員数 87 名 52 名 
(12) 主要取引先 旭硝子株式会社 旭硝子株式会社 
(13) 大株主及び持株比率 旭硝子株式会社 100％ 旭硝子株式会社 100％ 
(14) 主要取引銀行 三菱東京UFJ 銀行 三菱東京UFJ 銀行 
(15) 当事会社の資本関係 旭硝子ｳﾚﾀﾝ㈱は旭硝子㈱の

100％子会社 
旭ﾍﾟﾝｹﾐｶﾙ㈱は旭硝子㈱の

100％子会社 
(16) 当事会社の人的関係 旭硝子ｳﾚﾀﾝ㈱の社長は旭硝子

㈱の従業員が兼務 
旭ﾍﾟﾝｹﾐｶﾙ㈱の社長は旭硝子

㈱の従業員が兼務 
(17) 当事会社の取引関係 旭硝子ｳﾚﾀﾝ㈱は製造したﾎﾟﾘｵ

ｰﾙ、ｳﾚﾀﾝ製品の全量を旭硝子

㈱を通して販売 

旭ﾍﾟﾝｹﾐｶﾙ㈱は製造したﾄﾘｸﾛｰ

ﾙｴﾁﾚﾝ等の大部分を旭硝子㈱

を通して販売 
最近３決算期間の単独業績（百万円） 
決算期 17 年 12

月期 
18 年 12
月期 

19 年 12
月期 

17 年 12
月期 

18 年 12
月期 

19 年 12
月期 

売上高 14,392 17,265 18,324 11,731 12,855 14,158 
営業利益 4 51 54 571 661 428 
経常利益 0 41 17 570 662 430 
当期純利益 △6 △213 14 332 75 240 
1 株当たり当期純利益

(円) 
△3.11 △95.47 6.45 144.29 32.87 104.35 

1 株当たり配当金(円) 0.00 0.00 0.00 0.00 260.41 43.40 

(18) 

1 株当たり純資産(円) 868.50 772.50 776.68 1,357.70 1,388.57 1,232.51 

 

※△は損失を示しています。 

 

４．合併後の状況 

（１）商号       旭硝子株式会社 

（２）事業内容   ガラス製品、化学製品、電子・ディスプレイ材料などの製造及び販売 

（３）本社所在地      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 

（４）代表者   代表取締役 石村和彦 

（５）資本金   90,863 百万円※（平成 20 年 6 月 30 日現在） 

（６）総資産（連結）  2,115,806 百万円（平成 20 年 6 月 30 日現在） 



（７）純資産（連結）  1,035,286 百万円（平成 20 年 6 月 30 日現在） 

（８）決算期   12 月 

（９）今後の見通し 本合併により、当社グループの業務効率の改善と経費削減等が可能とな

る見込みです。なお、本合併による影響は軽微であります。 

※合併による資本金の増加はありません。 

 

 
以 上 

 
                                   

 


