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各      位 
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（コード番号 6640 東証第一部・ＪＱ） 
問合せ先  

                              役職・氏名 取締役管理本部長兼財務部長 田 篭 康 利 
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連結子会社の吸収合併に関するお知らせ 

  
当社は、平成 23 年５月 25 日開催の取締役会において、当社 100％子会社である株式会社アイペッ

クス及びテクノダイイチ株式会社を吸収合併することを決議しましたので、下記のとおりお知らせい

たします。なお、本件は平成 23 年６月 29 日開催予定の第 48 期定時株主総会に付議する予定であります。 
また、本合併は、100％連結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 

   ＯＥＭコネクタメーカーであった当社は、平成 16 年７月、ファブレスコネクタメーカーとし

て細線同軸コネクタ開発のパイオニア的存在である株式会社アイペックスを子会社化し、平成

17 年３月には完全子会社化いたしました。その後６年が経過し、両社間で交流を重ね、細線同

軸コネクタでの事業はノートパソコンやタブレットパソコン及びスマートフォンなどの需要拡大

と相俟って、現在では当社グループを代表する主力製品となっております。両社間の交流の進

展に伴い、当社と株式会社アイペックスは合併により真の経営統合を図り、併せてテクノダイ

イチ株式会社も当社と合併することにより、当社設立 50 周年に向けての新体制の構築をめざし、

コネクタ事業の強化と事業の効率化を実現して経営の迅速化を図るものであります。 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

合併決議取締役会 平成 23 年５月 25 日 〔各社〕 

合併契約締結 平成 23 年５月 25 日  

合併承認株主総会 

 

平成 23 年５月 25 日 〔株式会社アイペックス及び 

テクノダイイチ株式会社〕 

 平成 23 年６月 29 日 〔当社〕 

合併期日（効力発生日） 平成 24 年１月１日（予定） 

（２）合併方式 

     当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社アイペックス及びテクノダイイチ株式会

社は解散いたします。     

（３）合併に係る割当ての内容 

当社の 100％連結子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増

加並びに合併交付金の支払はありません。 

（４）吸収合併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 

     吸収合併消滅会社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。 
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３．合併当事会社の概要（平成 23 年３月 31 日現在） 

(1) 名称 
第一精工株式会社 

（存続会社） 

株式会社アイペックス 

（消滅会社） 

テクノダイイチ株式会社

（消滅会社） 

(2) 本店所在地 
京都市伏見区桃山町根

来 12 番地 4 
東京都町田市原町田６丁

目 27 番 19 号 
京都市伏見区桃山町根

来 12 番地 4 

(3) 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 

小西  英樹

代表取締役社長 

片淵  健二郎

代表取締役社長 

緒方 健治

(4) 事業内容 
電気・電子部品及び自動

車部品等の製造・販売 

電気・電子部品の販売 プラスチック成形周辺

機器の製造・販売 

(5) 資本金 8,522 百万円 310 百万円 10 百万円

(6) 設立年月日 昭和 38 年７月 10 日 平成６年２月 10 日 昭和 57 年５月 24 日 
(7) 発行済株式数 16,722,800 株 6,200 株 10,000 株

(8) 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 12 月 31 日 

(9) 大株主及び持株比率 

株式会社ディー・エム・

シー      23.70％
株式会社ＤＩＴ 17.25％
日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社 
（信託口）      8.63％
日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（信託口）

                7.01％
第一精工従業員持株会

5.24％

第一精工株式会社 

               100％ 

第一精工株式会社 

 100％ 

(10) 純資産 27,851 百万円 468 百万円 12 百万円

(11) 総資産 42,677 百万円 9,515 百万円 447 百万円

(12) １株当たり純資産 1,665 円 48 銭 75,529 円 27 銭 1,271 円 69 銭

(13) 売上高 31,147 百万円 22,992 百万円 73 百万円

(14) 営業利益（△は損失） 4,964 百万円 △406 百万円 △40 百万円

(15) 経常利益（△は損失） 6,958 百万円 △529 百万円 △48 百万円

(16) 当期純利益（△は損失） 5,016 百万円 △516 百万円 △48 百万円

(17) １株当たり当期純利益

（△は１株当たり当期純損失） 
327 円 03 銭 △83,368 円 30 銭 △4,812 円 52 銭

（注）テクノダイイチ株式会社の (10) 純資産 ～ (17) １株当たり当期純損失は、平成 22 年 12 月 31 日

現在の数値であります。 

 

４．合併後の当社の状況 

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者、事業内容、資本金に変更はありません。決

算期につきましては、平成 23 年６月 29 日開催予定の第 48 期定時株主総会の承認決議を条件に

第 49 期より決算期末日を 12 月 31 日に変更する予定であります。詳細につきましては、本日付

（平成 23 年５月 25 日）で発表しております「決算期（事業年度の末日）の変更及び業績予想

の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

５．今後の見通し 

本合併は、当社の 100％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 


