
 

 
平成 24 年１月 30 日 
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会社名 田中精密工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長   岩井逸雄 

コード番号 ７２１８ 

問合せ先 営業企画部事業管理ブロック 

ブロックリーダー  稲垣浩靖 

（TEL.076-451-7651） 

 

連結子会社３社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ 

当社は平成 24 年１月 30 日開催の取締役会において平成 24 年４月１日を効力発生日（予定）として、当社の連結子会社

である田中自動車部品工業株式会社、田中プレス工業株式会社、田中技研工業株式会社（以下連結子会社３社）を吸収合併

することを決議し、平成 24 年１月 30 日付で合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．合併の目的 

当社は、現在、当社が受注した製品の加工の一部を当該連結子会社３社に外注しておりますが、生産拠点の集約、生

産管理・一般管理業務の効率化を図り、当社の経営基盤を強化する目的で、当該連結子会社３社を当社に再編・集約さ

せることにしたものであります。 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

合併決議取締役会 平成 24 年１月 30 日 

合併契約書締結 平成 24 年１月 30 日 

合併承認臨時株主総会 田中自動車部品工業株式会社、田中プレス工業株式会社、田中技研工業株式会社にてそれぞ

れ平成 24 年２月９日に開催いたします。 

合併期日(効力発生日) 平成 24 年４月１日（予定） 

当社は、会社法第 796 条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく簡易吸収合併の手続きにより、当合

併を行う予定です。 

（２）合併方式 

当社を存続会社とし、当該連結子会社３社を消滅会社とする吸収合併であります。 

（３）合併に係る割当ての内容 

当社と株式会社タナカエンジニアリング（当社が議決権 100％所有）及び当該連結子会社３社は、当該連結子会社３

社の全株式を所有しております。株式会社タナカエンジニアリングが所有する当該連結子会社３社の株式については、

当該連結子会社３社がそれぞれ自己株式として平成 24 年２月１日に取得した後、消却する予定であります。そのため、

本合併による新株式の発行、合併交付金の支払い及び当社の資本金の額の増加はありません。 

（４）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 

該当事項はありません。 



３．合併当事会社の概要 

 存続会社 消滅会社 消滅会社 消滅会社 

(1)商号 田中精密工業㈱ 田中自動車部品工業㈱ 田中プレス工業㈱ 田中技研工業㈱ 

(2)事業内容 自動車部品製造 自動車部品製造 自動車部品製造 自動車部品製造 

(3)設立年月日 昭和 26 年 3月 昭和 37 年 3月 昭和 38 年 9月 昭和 39 年 8月 

(4)本店所在地 富山県富山市 富山県富山市 富山県富山市 
富山県下新川郡 

入善町 

(5)代表者の役職・氏名 
代表取締役 

岩井 逸雄 

代表取締役 

寳田 敬治 

代表取締役 

寳田 敬治 

代表取締役 

寳田 敬治 

 
連結 

（平成 23 年 3 月期）
単体 

（平成 23 年 3 月期）
単体 

（平成 23 年 3 月期） 
単体 

（平成 23 年 3 月期）

(6)資本金(千円) 500,190 10,100 10,000 20,000 

(7)発行済株式総数(株) 9,763,600 20,200 20,000 40,000 

(8)純資産(千円) 17,856,640 639,920 409,512 376,820 

(9)総資産(千円) 34,930,982 841,569 881,551 772,823 

(10)１株当たり純資産(円) 1,514.46 31,679.26 20,475.63 9,420.52 

(11)売上高(千円) 38,174,774 563,712 642,608 917,213 

(12)営業利益又は営業損失

(△)(千円) 
2,169,484 45,562 △32,927 △174,978 

(13)経常利益又は経常損失

(△)(千円) 
2,205,842 46,346 △11,894 △161,165 

(14)当期純利益又は当期純

損失(△)(千円) 
149,826 32,450 △16,253 △318,257 

(15)１株当たり当期純利益

金額又は１株当たり当

期純損失金額(△)(円) 

15.35 1,606.48 △812.65 △7,956.44 

(16)従業員数(名) 2,117 45 61 92 

(17)主要取引先 本田技研工業㈱ 田中精密工業㈱ 田中精密工業㈱ 田中精密工業㈱ 

   ㈱不二越  

(18)大株主持株比率 本田技研工業㈱ 
24.34％ 

田中精密工業㈱ 
70.5％ 

田中精密工業㈱ 
69.6％ 

田中精密工業㈱ 
68.5％ 

 田中一郎 9.99％ 
田中プレス工業㈱ 
14.0％ 

㈱タナカエンジニアリ
ング 14.0％ 

田中プレス工業㈱ 
14.0％ 

 田中龍郎 7.88％ 
㈱タナカエンジニアリ
ング 10.0％ 

田中技研工業㈱ 
10.4％ 

㈱タナカエンジニアリ
ング 10.0％ 

 
名古屋中小企業投資育
成㈱ 5.40％ 

田中技研工業㈱ 5.5
％ 

田中自動車部品工業㈱ 
6.0％  

田中自動車部品工業㈱
7.5％ 

 
田中共進会持株会 
5.23％ 

   

 
田中精密工業従業員持
株会 4.03％ 

      

(19)主要取引銀行 ㈱商工組合中央金庫 ㈱富山第一銀行 富山信用金庫 ㈱富山第一銀行 

 ㈱北陸銀行     

 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行       

 ㈱富山第一銀行       

(20)当事会社間の概況資本

関係(注)１  
－ 

議決権 100％

（29.5％） 

議決権 100％

（30.4％） 

議決権 100％

（31.5％） 

人的関係 当社役職員による消滅会社の役員兼任の関係があります。 

取引関係 当社受注製品の加工を消滅会社に委託をしております。 

関連当事者への該当状

況 
消滅会社は当社の連結子会社であるため関連当事者に該当します。 

（注）１．議決権の所有割合の（ ）内は間接所有割合で内数であります。 



４．最近３年間の業績 

（１）田中精密工業株式会社（連結） 
 平成 21 年 3月期 平成 22 年 3月期 平成 23 年 3月期 

売上高（千円） 35,696,153 33,750,801 38,174,774 

営業利益又は営業損失（△）（千円） △1,694,559 △163,229 2,169,484 

経常利益又は経常損失（△）（千円） △1,687,141 △297,790 2,205,842 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △2,152,535 △1,650,571 430,462 

（２）田中自動車部品工業株式会社（単体） 
 平成 21 年 3月期 平成 22 年 3月期 平成 23 年 3月期 

売上高（千円） 419,290 501,806 563,712 

営業利益又は営業損失（△）（千円） △58,728 △3,588 45,562 

経常利益又は経常損失（△）（千円） △50,305 △4,098 46,346 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △31,445 △16,501 32,450 

（３）田中プレス工業株式会社（単体） 
 平成 21 年 3月期 平成 22 年 3月期 平成 23 年 3月期 

売上高（千円） 816,538 614,106 642,608 

営業利益又は営業損失（△）（千円） △133,452 △147,977 △32,927 

経常利益又は経常損失（△）（千円） △63,626 △133,058 △11,894 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △152,908 △193,050 △16,253 

（４）田中技研工業株式会社（単体） 
 平成 21 年 3月期 平成 22 年 3月期 平成 23 年 3月期 

売上高（千円） 982,686 839,887 917,213 

営業利益又は営業損失（△）（千円） △88,911 △135,940 △174,978 

経常利益又は経常損失（△）（千円） △38,892 △125,353 △161,165 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △95,184 △152,380 △318,257 

５．合併後の状況 

（１）会計処理の概要 

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期いずれも合併による変更はありません。 

（２）今後の見通し 

本合併は、連結子会社を吸収合併するものであり、連結業績への影響は軽微です。 

（参考）当期業績予想（平成 24 年１月 30 日公表分）及び前期実績 （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 

（平成 24 年３月期） 
35,520 350 280 120 

前期実績 

（平成 23 年３月期） 
38,174 2,169 2,205 430 

 

以 上 


