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代表者名 代表取締役社長 岩城 修

（コード番号 8095 東証第一部）

問合せ先 常 務 取 締 役 髙野 滋
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子会社及び孫会社の異動に関するお知らせ 
 

当社の持分法適用会社であったメルテックス株式会社が、子会社に該当することとなりました。

これに伴い同社の子会社も異動しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
１．当該異動の理由 

持分法適用会社であるメルテックス株式会社は、平成 22 年 10 月 8 日に発行済株式総数の

16.2％に当たる自己株式を取得した結果、当社の議決権所有割合が 41.1％となり財務諸表等規

則に規定する実質支配力基準に基づき同社が当社の子会社となりました。また、同社の連結子会

社は当社の孫会社に該当することとなりました。 
 

２．異動する子会社の概要 
（１） 名称 メルテックス株式会社 

（２） 本店所在地 東京都中央区東日本橋二丁目 28 番５号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岩城 慶太郎 

（４） 事業内容 表面処理薬品事業 

（５） 資本金 933,600 千円 

（６） 設立年月日 昭和 35 年 10 月 26 日 

（７） 大株主及び持分比率 

（平成 22 年 5 月 31 日現在）

イワキ株式会社 

イーアイリクイデーションインク

明治通商株式会社 

34.2％ 

16.2％ 

6.2％ 

 

 

 

 

（８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

 

 

 

資本関係 資本関係は、当社株式を 177,050 株（平成

22 年５月 31 日現在）保有しております。 

人的関係 人的関係は、当社の代表取締役社長岩城修

が取締役会長に当社の常務取締役髙野滋が

取締役にそれぞれ就任しており、当社の取

締役岩城慶太郎がメルテックス株式会社の

代表取締役社長に就任しております。 
取引関係 取引関係は、同社製品の日本国内及び国外

での総販売代理店契約を締結しておりま

す。 
（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 20 年５月期 平成 21 年５月期 平成 22 年５月期 

連結純資産 7,935 百万円 6,211 百万円 6,621 百万円

連結総資産 12,082 百万円 9,797 百万円 9,444 百万円

1株当たり連結純資産 1,033.52 円 812.33 円 872.42 円

連結売上高 10,099 百万円 6,832 百万円 7,125 百万円

連結営業利益 656 百万円 △364 百万円 384 百万円

連結経常利益 704 百万円 △261 百万円 459 百万円

連結当期純利益 295 百万円 △1,417 百万円 563 百万円

１株当たり連結当期純利益 39.57 円 △189.67 円 75.38 円

１株当たり配当金 20 円 16 円 16 円



 

３．異動する孫会社の概要 
（１） 名称 東海メルテックス株式会社 

（２） 本店所在地 三重県四日市市大治田 3-4-45 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 勝田 善博 

（４） 事業内容 表面処理薬品事業 

（５） 資本金 42,000 千円 

（６） 設立年月日 昭和 26 年７月 30 日 

（７） 大株主及び持分比率 メルテックス株式会社 100.0％ 

 
（１） 名称 東京化工機株式会社 

（２） 本店所在地 長野県伊那郡箕輪町大字中箕輪 14017-50 南原工業団地 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 尚行 

（４） 事業内容 機械装置事業 

（５） 資本金 97,500 千円 

（６） 設立年月日 昭和 41 年５月 20 日 

（７） 大株主及び持分比率 メルテックス株式会社 74.8％ 

 
（１） 名称 メルテックス香港社 

（２） 本店所在地 香港新界 

（３） 代表者の役職・氏名 董事長 荘 志真 

（４） 事業内容 表面処理薬品事業 

（５） 資本金 ＨＫ＄500,000  

（６） 設立年月日 昭和 48 年２月 23 日 

（７） 大株主及び持分比率 メルテックス株式会社 70.0％ 

 
４．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 2,560,901 株 

（議決権の数：2,560 個) 

（議決権所有割合：34.4％） 

（２）取得株式数    ― 

（３）異動後の所有株式数 2,560,901 株 

（議決権の数：2,560 個) 

（議決権所有割合：41.1％） 

   ※株式の異動はありません 
 
５．今後の見通し 

当該子会社及び孫会社の異動が、平成 22 年 11 月期の通期連結業績に与える影響について

は、現在精査中であり、詳細が明確になり次第、速やかにお知らせいたします。 
 

以上 


