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平成 22 年３月 19 日 

各  位 

会 社 名 黒崎播磨株式会社 

代表者名 取締役社長 古野 英樹 

（コード番号 5352 東証１、福証） 

問合せ先 取締役常務執行役員 

総務人事部長 江口 宏 

（TEL. 093-622-7224） 
 

連結子会社の商号の変更に関するお知らせ 
 

当社の連結子会社である株式会社Ｋ＆Ｋ（以下「Ｋ＆Ｋ」）は、平成 22 年４月１日を期

して、いずれも当社の連結子会社である黒崎機工株式会社（以下「黒崎機工」）および黒崎

産業株式会社（以下「黒崎産業」）と合併（以下「本合併」）することに伴い、平成 22 年３

月 19 日開催の同社取締役会において、以下のとおり、商号の変更について株主総会に付議

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．本合併の当事会社の概要（平成 21 年３月 31 日現在） 
 
商  号 株式会社Ｋ＆Ｋ 

（吸収合併存続会社）

黒崎機工株式会社 

（吸収合併消滅会社）

黒崎産業株式会社 

（吸収合併消滅会社）

(1)事業内容 耐火物製造等に関する

業務請負等 

耐火物製造設備等の製

作およびメンテナンス

等 

資材調達、各種サービ

ス業等 

(2)設立年月日 平成 17 年３月９日 昭和 53 年４月１日 昭和 47 年 10 月５日 

(3)本店所在地 北九州市八幡西区 

東浜町１番３号 

北九州市八幡西区 

東浜町７番 17 号 

北九州市八幡西区 

東浜町 12 番 15 号 

(4)代表者の役職 

･氏名 

代表取締役 

関 隆文 

代表取締役  

長谷川 順三 

代表取締役 

川瀬 義明 

(5)資本金 50,000,000 円 40,000,000 円 40,000,000 円 

(6)発行済株式数 1,000 株 80,000 株 44,000 株 

(7)純資産 184 百万円（単体） 1,047 百万円（単体） 660 百万円（単体） 

(8)総資産 713 百万円（単体） 2,570 百万円（単体） 2,187 百万円（単体） 
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商  号 株式会社Ｋ＆Ｋ 

（吸収合併存続会社）

黒崎機工株式会社 

（吸収合併消滅会社）

黒崎産業株式会社 

（吸収合併消滅会社）

(9)１株当たり 

  純資産 

184,936 円（単体） 13,093 円（単体） 15,006 円（単体） 

(10)売上高 4,108 百万円（単体） 5,233 百万円（単体） 9,777 百万円（単体） 

(11)営業利益 20 百万円（単体） 297 百万円（単体） 200 百万円（単体） 

(12)経常利益 29 百万円（単体） 307 百万円（単体） 166 百万円（単体） 

(13)当期純利益 

(△は純損失) 

△７百万円（単体） 174 百万円（単体） 81 百万円（単体） 

(14)１株当たり 

  当期純利益 

  (△は純損失) 

△7,813 円（単体） 2,175 円（単体） 1,861 円（単体） 

(15)決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 

(16)大株主および 

持株比率 

(平成 22 年１ 

月１日現在) 

黒崎播磨㈱   100% 黒崎播磨㈱   100% 黒崎播磨㈱   100% 

 

２．変更の理由 

  本合併に伴い、本合併の効力発生日である平成 22 年４月１日を期して、Ｋ＆Ｋが商号 

変更するものです。 

なお、本件商号変更については、平成 22 年３月 29 日開催予定のＫ＆Ｋの臨時株主総 

会において付議される「定款一部変更の件」が承認されることが条件となります。 
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３．本合併後の状況（平成 22 年４月１日付） 
 

(1)商号 黒崎播磨セラコーポ株式会社 

(2)事業内容 耐火物製造等に係る業務請負、耐火物製造設備等の製作およびメ

ンテナンス、各種サービス業等 

(3)本店所在地 北九州市八幡西区東浜町１番１号 

(4)代表者の役職･氏名 代表取締役 江口 宏（現職：当社取締役、平成 22 年６月 29

日開催予定の当社第 119 期定時株主総会終結の時をもって、任期

満了により当社取締役を退任予定） 

(5)資本金 50,000,000 円 

(6)決算期 ３月 31 日 

(7)今後の見通し 当社の当期以降の連結業績に与える影響は軽微です。 

なお、本合併後の吸収合併存続会社の当社に対する売上高が、当

社の仕入高の 100 分の 10 以上に相当する見通しであるため、当

該吸収合併存続会社は、新たに当社の特定子会社に該当する見通

しです。 
 
  ※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 

以 上 
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（ご参考）本合併の要旨 

 １．合併の目的 

当社グループの主要得意先である鉄鋼業界の粗鋼生産量の変動に左右されず、利益 

を確保し得る体制を構築するべく、コンパクトなグループ体制を構築するとともに、 

経営資源の集約による経営の安定化および管理コストの削減を図るため、Ｋ＆Ｋ、黒 

崎機工、黒崎産業の国内連結子会社３社を統合することとしました。 

２．合併の日程 

合併契約締結        平成 21 年 12 月 18 日 

   合併の予定日（効力発生日） 平成 22 年 ４月 １日 

３．合併方式 

   Ｋ＆Ｋを存続会社とする吸収合併方式で、黒崎機工および黒崎産業は解散します。 

４．合併に係る割当ての内容 

   本合併によるＫ＆Ｋの新株式の発行および資本金の額の増加はなく、株式等の割当 

てはありません。 

５．消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

   消滅会社である黒崎機工および黒崎産業は、新株予約権および新株予約権付社債を 

発行していません。 

 

（ご参考）当期連結業績予想（平成 22 年２月 10 日公表分）および前期連結実績 

（金額の単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成 22 年３月期） 
81,600 2,300 2,400 3,700

前期連結実績 

（平成 21 年３月期） 
96,322 3,611 3,126 △2,879

 


