
 

平成 21 年 3月 16日 

各 位 

                           会 社 名    株式会社やまびこ 

           代表者名    代表取締役社長  北爪 靖彦 

            （コード ６２５０ 東証第一部） 

           問合わせ先 総 務 部 長  賀川 雅雄 

           （TEL ０４２８－３０-５６００） 

              

 

当社完全子会社である株式会社共立及び新ダイワ工業株式会社の 

吸収合併（簡易合併・略式合併）の方針に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社完全子会社である株式会社共立（以下、「共立」といい

ます）及び新ダイワ工業株式会社（以下、「新ダイワ工業」といいます）を吸収合併する方針を決定し、

そのための具体的な施策の検討、準備に入ることといたしましたのでお知らせいたします。なお、本

合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。 

 

記 

 

１． 合併の背景及び目的 

 当社の完全子会社である共立と新ダイワ工業は、いずれも全世界のグリーンメンテナンスを対象と

した市場において小型エンジンを搭載した屋外作業機械の製造・販売を主力事業としております。屋

外作業機械業界における国際的な業界再編や多様化・高度化する市場ニーズへ積極的に対応するため

に、共立と新ダイワ工業は平成 19 年 5 月 21 日にそれまでの友好関係を礎として、業務・資本提携契

約を締結し、また、去る平成 20年 4月 14 日には株式移転の方式による経営統合に踏み切ることとし、

平成 20年 12 月 1日に当社を設立いたしました。 

本経営統合は共立と新ダイワ工業の経営資源を当社方針の基に効率的に活用してシナジーを追求す

るとともに、両社の企業文化や歴史に配慮し、徐々に融和を図りながらより効率的なグループ内組織

再編を目指してスタートいたしました。 

しかしながら、今般の世界経済の急速な悪化に起因する屋外作業機械をはじめとする当社グループ

関連事業の国際的な市況の冷え込みや円高の進行など、当社グループを取り巻く環境が予想を超えて

厳しさが増す状況を鑑み、業務の効率化・合理化及び企業風土の融合を一層加速させ、いち早く経営

資源の一元化を図り、経営統合シナジーを早急に最大化するために、当社は共立及び新ダイワ工業を

吸収合併する方針を決定し、そのための具体的な施策の検討、準備に入ることといたしました。 

なお、本方針の決定に伴い、あわせて共立米国子会社であるエコー・インコーポレイテッドと新ダ

イワ米国子会社である新ダイワインコーポレイテッドの両社も、合併に向けての具体的な施策の検討、

準備に入ることといたしました。 

 

２． 合併の要旨 

(1) 合併の日程 
合併契約承認取締役会  平成 21年 5 月中旬（予定） 

合併契約締結    平成 21年 5 月中旬（予定） 

合併の予定日（効力発生日） 平成 21 年 10 月 1日（予定） 

 

※当社においては、会社法第 796 条第 3項に定める簡易合併の規定により、合併契約承認株主

総会は開催しない予定です。 

※共立及び新ダイワ工業においては会社法第 784 条第１項に定める略式合併の規定により、合

併契約承認株主総会は開催しない予定です。 
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(2) 合併方式 
当社を存続会社とする吸収合併方式を予定しており、共立及び新ダイワ工業は効力発生日を

もって消滅する予定です。 

(3) 合併に係る割当の内容 
当社は共立及び新ダイワ工業の全株式を所有しておりますので、本合併による金銭等の交付

はない予定です。 

(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。 

 

３．合併当事会社の概要 

(1) 商号 株式会社やまびこ 

（存続会社） 

（平成 20年 12 月 1日現在） 

(2) 事業内容 屋外作業機械、農業用管理機械及び発電体応用機器など、各種機

械の製造及び販売等の事業を行うグループ会社の経営計画・管理

ならびにそれに付帯する業務 

(3) 設立年月日 平成 20 年 12 月１日 

(4) 本店所在地 東京都青梅市末広町一丁目 7番地 2 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北爪 靖彦 

(6) 資本金 6,000 百万円 

(7) 発行済株式数 11,027,107 株 

(8) 純資産 26,623 百万円 

(9) 総資産 26,829 百万円 

(10) 決算期 3 月 31 日 

(11) 大株主及び持株比率 三井物産㈱                  13.0％ 

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サー

ビス信託                    3.8％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（中央三井アセット信託銀

行再委託分・CMTB エクイティインベストメンツ㈱信託口） 

                        3.1％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）  3.1％ 

㈱横浜銀行                   3.0％ 

 
(1) 商号 株式会社共立 

（消滅会社） 

新ダイワ工業株式会社 

（消滅会社） 

(2) 事業内容 林業機械及び農業用管理機械

などの製造販売 

農林業用機械及び建設・土木・鉄

工用機械などの製造販売 

(3) 設立年月日 昭和 22 年 9月 6日 昭和 18 年 11 月 1日 

(4) 本店所在地 東京都青梅市末広町一丁目 7

番地 2 

広島県広島市安佐南区大塚西六

丁目 2番 11号 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 永尾 慶昭 代表取締役社長 浅本 学 

(6) 資本金 5,207 百万円 （H20.11 末） 3,340 百万円 （H20.09 末） 

(7) 発行済株式数 68,876,631 株 （H20.11 末） 26,081,600 株 （H20.09 末） 

(8) 純資産 30,223 百万円   (連結) 

（H20.11 末） 

7,809 百万円   （連結） 

（H20.09 末） 

(9) 総資産 59,376 百万円  （連結） 

（H20.11 末） 

23,255 百万円   （連結） 

（H20.09 末） 

(10) 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 大株主及び持株比率 当社    100％ 当社   100％ 
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４.合併後の状況（予定） 

(1) 商号      株式会社 やまびこ 

 

(2) 事業内容          屋外作業機械、農業用管理機械及び発電体応用機器など、各種機械の製造 

               及び販売 

                

(3) 本店所在地      東京都青梅市末広町一丁目７番地 2 

 

(4) 代表者の役職・氏名  代表取締役社長 北爪 靖彦 

 

(5) 資本金の額       6,000 百万円 

 

(6) 決算期        3 月 31 日 

 

(7) 今後の見通し 本合併により、今後一層効率的・機動的な経営体制の確保が可能となり

ます。 

  本合併は、当社の 100％子会社の吸収合併であるため、当社の連結業績へ

与える影響は軽微であります。 

 

 

 なお、未定事項につきましては、確定次第開示いたします。 

    

以上 


