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子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ 

 
当社は、平成 22 年 11 月 11 日開催の取締役会において、平成 22 年 12 月 21 日を効力発生日として、

当社の連結子会社であり、平成 22 年 11 月 18 日付けで当社の 100％子会社となる予定の有限会社シルク

ポートを吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併

は、100％子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 
 

記 
 
１．合併の目的等 

(1) 有限会社シルクポートについて 

有限会社シルクポートは不動産賃貸事業を目的とした特別目的会社(ＳＰＣ)であり、匿名組合出

資の全額を当社が拠出している当社の連結子会社であります。当社は有限会社シルクポートの当該

不動産賃貸事業に係る収益の全部を匿名組合出資の分配金として受取っております。 
 

(2) 合併の目的 

賃料収入を軸とした安定的な収益基盤の強化を図るため、今般、商業ビルの賃貸事業を行ってい

る有限会社シルクポートを当社に吸収合併することといたしました。 
 
２．合併の要旨 

(1) 合併の日程 

合併決議取締役会 平成 22 年 11 月 11 日 

※株式譲渡契約締結 平成 22 年 11 月 18 日 

合併契約締結 平成 22 年 11 月 18 日 

効力発生日 平成 22 年 12 月 21 日(予定)  
※本合併は、当社が平成 22 年 11 月 18 日付けでシルクポート一般社団法人(有限会社シルクポート

によるノンリコースローンの借入れを可能とするために設立された旧有限責任中間法人です。)

より有限会社シルクポートの発行済株式の全部を３百万円で取得することを条件としておりま

す。これにより、有限会社シルクポートは当社の 100％子会社となる予定です。 
 
なお、当社については会社法第 796 条第３項に定める簡易合併であり、有限会社シルクポートに

ついては会社法第 784 条第１項に定める略式合併であるため、合併承認株主総会は開催いたしま

せん。 
 

(2) 合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、有限会社シルクポートは解散いたします。 
 

(3) 合併に係る割当ての内容 

有限会社シルクポートは平成 22 年 11 月 18 日付けで当社の 100％子会社となる予定のため、本

合併に際し、株式その他の金銭等の交付及び割当ては行いません。 
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(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

有限会社シルクポートは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 
 

３．合併当事会社の概要 

 合併存続会社 合併消滅会社 

(1)名称 昭栄株式会社 有限会社シルクポート 

(2)所在地 
東京都千代田区神田錦町 

一丁目２番地１ 

東京都千代田区神田神保町 

一丁目 11 番地 

さくら綜合事務所内 

(3)代表者の役職・氏名 
代表執行役社長ＣＥＯ 

藤岡 正男 
取締役 浅野 明彦 

(4)事業内容 不動産事業・有価証券投資事業 不動産事業 

(5)資本金 8,203 百万円 3 百万円 

(6)設立年月日 昭和６年３月 27 日 平成 17 年９月２日 

(7)発行済株式総数 41,322,282 株 60 株 

(8)決算期 12 月 31 日 ７月 15 日 

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー 
10.26％

みずほ信託銀行㈱退職給付信

託キヤノン口再信託受託者資

産管理サービス信託銀行㈱ 

7.31％

明治安田生命保険(相) 3.90％

㈱損害保険ジャパン 3.87％

(9)大株主及び持株比率 

(注１) 

日本マスタートラスト信託銀

行㈱ 
3.15％

シルクポート 

一般社団法人 
100％

(10)純資産(注２) 40,859 百万円(連結) 3 百万円 

(11)総資産(注２) 256,251 百万円(連結) 29,297 百万円 

(12)１株当たり純資産 

(注２) 
1,016.73 円(連結) 55,905.65 円 

(13)売上高(注３) 15,610 百万円(連結) 1,737 百万円 

(14)営業利益(注３) 5,002 百万円(連結) 954 百万円 

(15)経常利益(注３) 2,293 百万円(連結) 576 百万円 

(16)当期純利益又は 

当期純損失(△)(注３) 
△7,072 百万円(連結) 0 百万円 

(17)１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△) 

(注３) 

△176.41 円(連結) 1,346.45 円 

(注１)当社においては平成 22 年６月 30 日現在、有限会社シルクポートにおいては平成 22 年７月 15 日現在の状況を

記載しております。 

(注２)当社においては平成 21 年 12 月 31 日現在、有限会社シルクポートにおいては平成 22 年７月 15 日現在の数値を

記載しております。 

(注３)当社においては平成 21 年 12 月期、有限会社シルクポートにおいては平成 22 年７月期の数値を記載しておりま

す。 



－ 3 － 

４．合併後の状況 

(1)名称 昭栄株式会社 

(2)所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目２番地１ 

(3)代表者の役職・氏名 代表執行役社長ＣＥＯ 藤岡 正男 

(4)事業内容 不動産事業・有価証券投資事業 

(5)資本金 8,203 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 

 

５．今後の見通し 

本合併は、当社の連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以 上 

 

 

(参考)当期連結業績予想(平成 22 年５月 27 日公表)及び前期連結実績      (百万円) 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

当期業績予想 13,500 5,000 3,000 1,900 

前期実績 15,610 5,002 2,293 △7,072 

 

 


