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荒川ケミカル（タイランド）社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 
 

 当社は、平成２１年７月２４日開催の取締役会において、タイ国ラヨーン県に合弁で設立している

荒川ケミカル（タイランド）社の株式を追加取得し、連結子会社化することを決議しましたのでお知

らせいたします。 

 

記 

 

１．株式取得の理由 

  当社は明治９年の創業以来１３０年を超える永きにわたり、ロジン（松脂）関連化学製品（製紙

用薬品、印刷インキ・塗料用樹脂、粘着・接着剤用樹脂、合成ゴム重合用乳化剤等）の製造・販売

を行なっており、日本国内で培った技術をベースとして台湾、中国、タイへの進出を進めてきまし

た。また、当社は第２次中期５ヵ年経営計画（平成２０年４月～平成２５年３月）において「基盤

事業のさらなる拡大」を基本方針の一つとして掲げており、基盤事業の徹底した低コスト体質への

変革と、事業の継続的な発展・拡大を実現するための見直しを行なうとともに、アジアを中心とし

た海外市場の開拓による事業の拡大を推進しております。 

  荒川ケミカル（タイランド）社は、平成７年（１９９５）に設立した三井物産グループとの合弁

会社であり、ロジンを原料とした合成ゴム重合用乳化剤の製造・販売を行なっております。今後、

荒川化学グループとして基盤事業のさらなる拡大を目指し、アジアにおける事業展開をより迅速に

実施できる体制を整備するために、タイ国三井物産株式会社の株式持分４０％を譲り受け、荒川ケ

ミカル（タイランド）社を連結子会社化することを決定いたしました。 

 

２．異動する子会社の概要 

(1) 商号 
荒川ケミカル（タイランド）社 

ARAKAWA CHEMICAL(THAILAND)LTD. 

(2) 代表者の役職・氏名 取締役社長 荒川 壽正    

(3) 所在地 

NO.3 SOI G4 HEMARAJ EASTERN INDUSTRIAL ESTATE 

(MAPTAPHUT) PAKORNSONGKRORACH ROAD, 

T. HUAYPONG A. MUANG,RAYONG 21150,THAILAND 

(4) 事業内容 ロジン系合成ゴム重合用乳化剤の製造ならびに販売 

(5) 資本金 １１９百万タイバーツ 

(6) 設立年月日 平成７年（１９９５）７月１４日 



(7) 決算期 １２月３１日 

(8) 従業員数 １３名 

(9) 主な事業所 本社・工場（ラヨーン県） 

(10) 発行済株式総数 １,１９０,０００株 

(11) 
大株主および 

持株比率 

荒川化学工業株式会社   ５０％ 

タイ国三井物産株式会社  ４０％ 

三井物産株式会社     １０％ 

(12) 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 

当該会社は当社の持分法適用会社であり、当社

は当該会社の発行済株式の５０％を所有してお

ります。 

人的関係 

当社の取締役２名が該社の取締役を兼任してお

ります。また当社の従業員１名が該社に出向

し、取締役に就任しております。 

取引関係 当社は該社より技術料収入を得ております。 

 

３．異動する子会社の最近３年間の経営成績および財政状態 

決 算 期 平成 18年 12 月期 平成 19年 12 月期 平成 20年 12 月期

純 資 産 560 百万円 611百万円 415 百万円

総 資 産 634 百万円 649百万円 425 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産 471.09 円 514.14 円 348.91 円

売 上 高 436 百万円 496百万円 372 百万円

営 業 利 益 60百万円 51百万円 △6百万円

経 常 利 益 64百万円 57百万円 △0百万円

当 期 純 利 益 64百万円 55百万円 △0百万円

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 53.97 円 46.93 円 △0.13 円

１ 株 当 た り 配 当 金 56.17 円 0円 0 円

 

４．株式取得の相手先の概要 

(1) 商号 
タイ国三井物産株式会社 

Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. 

(2) 代表者の役職・氏名 社長 溝之上 純一 

(3) 所在地 

15 ‐16th Floor, Sathorn City Tower 

175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn 
Bangkok 10120, THAILAND 

(4) 事業内容 鉄鋼製品、金属資源、化学品等の販売とプロジェクト構築 

(5) 資本金 １５億タイバーツ 

(6) 設立年月日 昭和３４年（１９５９）７月２２日 

(7) 純資産 約３０億タイバーツ 

(8) 総資産 約９５億タイバーツ 

(9) 
大株主および 

持株比率 
アジア・太洋州三井物産株式会社  １００％ 



(10) 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係

はありません。 

人的関係 
当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係

はありません。 

取引関係 
当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係

はありません。 

関連当事

者への該

当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ

ん。 

 

５．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

（1） 異動前の所有株式数 
５９５,０００株 

（議決権の数：５９５,０００個） 

(2) 取得株式数 

４７６,０００株 

（議決権の数：４７６,０００個） 

（取得価額 ：約２００百万円） 

(3) 異動後の所有株式数 
１,０７１,０００株 

（議決権の数：１,０７１,０００個） 

 

 異動前の所有割合 異動後の所有割合 

荒川化学工業株式会社 ５０％ ９０％ 

タイ国三井物産株式会社 ４０％ ― 

三井物産株式会社 １０％ １０％ 

 

６．異動の日程 

平成２１年７月２４日 取締役会決議 

平成２１年８月上旬  株式譲渡契約書締結（予定） 

  平成２１年９月上旬  株式引渡し（予定） 

 

７．今後の見通し 

  荒川ケミカル（タイランド）社の株式取得にともなう、当社の今期連結業績への影響は軽微であ

ります。 

 

以上 

[参考資料] 

≪荒川化学グループ国際展開の歩み≫ 

明治 

  ９年１１月(1876) 荒川政七が大阪市東区伏見町２丁目に生薬商を開業 

昭和 

  ６年 １月(1931) 合資会社荒川商店に改組 

 １８年１１月(1943) 荒川林産化学合資会社に改称 

 ３１年 ９月(1956) 荒川林産化学工業株式会社に改組 

 ４２年 ５月(1967) 天立化学工業股 有限公司（現、台湾荒川化学工業股 有限公司）を設立 

 ４３年 ５月(1968) 台北駐在員事務所を開設 



 ５２年 ４月(1977) 荒川化学工業株式会社に改称 

 ５７年 ５月(1982) ARAKAWA CHEMICAL (USA) INC.を設立 

平成 

  ７年 ６月(1995) 梧州荒川化学工業有限公司を設立 

  ７年 ７月(1995) ARAKAWA CHEMICAL(THAILAND)LTD.を設立 

  ７年１０月(1995) 香港荒川化学有限公司を設立 

  ８年 ８月(1996) 厦門荒川化学工業有限公司を設立 

 １０年１１月(1998) ARAKAWA Europe GmbHを設立 

 １５年１１月(2003) 上海駐在員事務所を開設 

 １６年 ４月(2004) 南通荒川化学工業有限公司を設立 

 １６年 ６月(2004) 広西荒川化学工業有限公司を設立 

２０年１２月(2008) 広西梧州荒川化学工業有限公司を設立 

 

 


