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平成 23 年 9月 22 日 

各    位  

会 社 名 住友金属工業株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 友野 宏  

（コード番号 5405）  
問合せ先責任者 広報グループ長 松井俊文  

（TEL(03)4416-6115）  

 

 

当社による完全子会社の簡易吸収合併に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、完全子会社である株式会社住友金属小倉（以下、住友金属小倉）

および株式会社住友金属直江津（以下、住友金属直江津）を、それぞれ下記の通り2012 年 1月 1日を効力

発生日として当社に吸収合併することを決議しましたので、次のとおりお知らせします。 

 なお、本合併は、完全子会社の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 

 

当社の鉄鋼事業において、住友金属小倉は特殊鋼棒鋼・線材事業を、住友金属直江津はステンレス・チ

タン事業を担っており、当社の社内事業同様に運営してまいりました。今回の合併で、より一体的な体制

を構築し、経営効率をより一層向上させてまいります。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

合併契約締結の取締役会決議日（当社、住友金属小倉、住友金属直江津） 2011 年 9月 22日 

合併契約締結日 2011 年 9月 22日 

合併の予定日（効力発生日） 2012 年 1月 1日 

 

なお、当社においては会社法第796条第 3項の規定により会社法第795条第 1項に定める株主総会の

承認を得ることなく、また住友金属小倉、住友金属直江津においては会社法第784条第 1項の規定によ

り会社法第783条第 1項に定める株主総会の承認を得ることなく、それぞれ本合併を行います。 

 

（２）合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併で、住友金属小倉、住友金属直江津はそれぞれ解散します。 
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（３）合併にかかる割当ての内容 

当社は住友金属小倉、住友金属直江津の全株式を保有しており、本合併による新株式の発行、資本金

の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。 

 

（４）合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

  該当事項はありません。 

 

３．合併当事会社の概要 

（2011 年 3月 31日現在）

  存続会社 消滅会社 消滅会社 

商 号 住友金属工業株式会社 株式会社住友金属小倉 株式会社住友金属直江津 

 
所在地 

大阪府大阪市中央区北浜4丁

目 5番 33号 

福岡県北九州市小倉北区許斐

町1番地 

新潟県上越市湊町2丁目 12

番 1号 

 
代表者 

代表取締役社長 

 友野 宏 

代表取締役社長 

加藤 芳充 

代表取締役社長 

 笠原 完治 

 
事業内容 

鉄鋼製品（鋼板・建材・鋼管・

交通産機品等）の製造・販売

特殊鋼製品（棒鋼・線材）の

製造・販売 

ステンレス製品（精密圧延

品・形鋼等）、チタン製品の

製造・販売 

設立年月日 1949 年 7月 1日 2000 年 4月 1日 2000 年 4月 1日 

資本金 262,072 百万円 27,000 百万円 5,500 百万円 

 

発行済株式

数 
4,805,974,238 株 400 株 440 株 

決算期 3月 31日 3月 31日 3月 31日 

大株主及び 

持株比率 

 

住友商事株式会社 9.54% 住友金属工業株式会社 100% 住友金属工業株式会社 100%

新日本製鐵株式会社 9.40%     

 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社

（信託口） 

3.53%     

株式会社神戸製鋼所 2.34%     

 

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信

託口） 

2.32%     

 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社

（住友信託銀行再信託

分・株式会社三井住友

銀行退職給付信託口） 

1.88%     
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日本生命保険相互会社 1.85%     

 

SSBT OD05 OMNIBUS 

ACCOUNT - TREATY 

CLIENTS 

1.41%     

 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会

社・住友信託退給口 

1.14%     

 

NT RE GOVT OF SPORE 

INVT CORP P.LTD 
1.14%     

直前事業年度(2011 年 3月期)の財政状態および経営成績 

総資産 2,440,761 百万円 (連結)  173,114 百万円 (単体)  25,948 百万円 (単体)

純資産 818,080 百万円 (連結)  63,638 百万円 (単体)  9,174 百万円 (単体)

 

1 株当たり 

純資産 
165.41 円 (連結)  159,096,230.27円 (単体)  20,850,492.51 円 (単体)

売上高 1,402,454 百万円 (連結)  134,874 百万円 (単体)  25,223 百万円 (単体)

営業利益 56,301 百万円 (連結)  4,167 百万円 (単体)  △1,090 百万円 (単体)

経常利益 34,049 百万円 (連結)  3,887 百万円 (単体)  △1,282 百万円 (単体)

当期純利益 △7,144 百万円 (連結)  2,793 百万円 (単体)  △1,278 百万円 (単体)

 

1 株当たり 

当期純利益 
△1.54 円 (連結)  6,983,221.83 円 (単体)  △2,904,925.66円 (単体)

 

４．合併後の状況 

 

商 号 住友金属工業株式会社 

所在地 大阪府大阪市中央区北浜4丁目 5番 33号 

 
代表者 

代表取締役社長 

 友野 宏 

 
事業内容 

鉄鋼製品（鋼板・建材・鋼管・交通産機品・特殊鋼製品（棒鋼・線材）・ステンレス製品（精

密圧延品・形鋼））、チタン製品等の製造・販売 

資本金 262,072 百万円 

決算期 3月 31日 

 

５．今後の見通し 

本合併は、完全子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。 
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（参考）当期連結業績予想（2011 年 7月 28日公表分）および前期連結実績 

（単位：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 

（2012 年 3月期） 
1,530,000 90,000 100,000 50,000

 

前期実績 

（2011 年 3月期） 
1,402,454 56,301 34,049 △7,144

 

 

以 上 


