
 

平成 24 年３月 26 日 

各  位 

会 社 名：ホ ク シ ン 株 式 会 社 

代表者名：代表取締役社長 平良秀男 

（コード番号 7897 東証一部) 

 

会 社 名：大 建 工 業 株 式 会 社 

代表者名：代表取締役社長 澤木良次 
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ＭＤＦ生産・供給面での業務ＭＤＦ生産・供給面での業務ＭＤＦ生産・供給面での業務ＭＤＦ生産・供給面での業務・資本・資本・資本・資本提携提携提携提携及び子会社の異動及び子会社の異動及び子会社の異動及び子会社の異動に関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせ    

 

ホクシン株式会社（代表取締役社長 平良秀男 以下、「ホクシン」）と大建工業株式会社（代表取締

役社長 澤木良次 以下、「大建工業」）は、ＭＤＦ（中密度繊維板）事業における製造（相互供給）、

調達及び技術開発面において、子会社の異動を伴う業務・資本提携を、本日、締結いたしましたのでお

知らせします。 

 

１．１．１．１．業務提携の目的業務提携の目的業務提携の目的業務提携の目的    

  近年、環境保護の観点から、床材、家具、キッチン扉をはじめ、様々な産業用途に活用されてきた

天然南洋材の合板は南洋材輸出国の伐採規制を背景に減少し続けています。国内ではその代替材料と

して木質繊維板など環境配慮型の木質ボード

（※）

が需要を伸ばしています。その中でもＭＤＦは環境

にやさしい素材である事や加工性・強度・表面性に優れている事から、建材、家具など多様な分野で

需要を伸ばしています。 

国内向けのＭＤＦ供給量でトップシェアを誇るホクシンと大建工業が製造（相互供給）、調達及び

技術開発面で提携することにより、ＭＤＦ需要の増加に対する安定供給とさらなる製品の品質向上を

図り、市場ニーズへの対応と新規用途開発を進めてまいります。 

また、ＭＤＦ製品の生産合理化、原材料の安定調達、コスト低減などの相乗効果により両社で木質

ボード市場におけるＭＤＦのシェア拡大を進めてまいります。 

※木質ボード：合板、パーティクルボード、インシュレーションボード、ハードボード、ＭＤＦなど、木材原料を小片または

それ以下に細分化し、これを接着剤などによって板状に加工した板材。 

 

２．２．２．２．基本合意の概要基本合意の概要基本合意の概要基本合意の概要    

（１）業務提携 

両社が営むＭＤＦ製品に係る製造（相互供給）、調達及び技術開発の分野において、下記の事

項につき業務提携を行います。 

①ＭＤＦ製品の相互供給 

②原材料の共同調達、共同購買 

③製造技術に係る技術交流 

④製品在庫拠点の相互活用と共同配送 

⑤機能付与製品の共同開発 
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（２）資本提携 

業務提携を円滑に進めるため、大建工業はホクシンの発行する株式を、発行済株式総数に対す

る所有割合 15%未満の範囲で、ホクシンの大株主等の中から相対取引により取得することを予定

しております。 

 

（３）大建工業によるホクシン子会社株式の取得 

業務提携を円滑に進めるため、大建工業は、ホクシンの完全子会社であるＣ＆Ｈ株式会社の発

行済株式総数のうち 51%を取得します。 

なお、株式取得後も現経営体制を維持する予定であります。詳細は、ホクシン株式会社が本日

開示する「子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」をご参照ください。 

（異動する子会社の概要） 

会社名 Ｃ＆Ｈ株式会社 

所在地 大阪府岸和田市 

代表者 代表取締役 平良秀男 

事業内容 ＭＤＦ製品の販売 

資本金 100 百万円 

設立年月日 平成 16 年４月１日 

大株主（保有比率） ホクシン株式会社（100%） 

 

３．３．３．３．両社の概要両社の概要両社の概要両社の概要    

 

会社名 ホクシン株式会社 大建工業株式会社 

本店所在地 大阪府岸和田市 富山県南砺市 

代表者 代表取締役 平良秀男 代表取締役 澤木良次 

事業内容 中密度繊維板（ＭＤＦ）の製造販売 エコ資材を軸とする内装建材、住宅機

器、産業用途資材などの製造販売 

資本金 2,343 百万円 13,150 百万円 

設立年月日 1950 年６月 21 日 1945 年９月 26 日 

大株主及び持株比率 

（平成 23 年９月末） 

兼松株式会社       30.55% 

國分哲夫          6.77% 

兼松エレクトロニクス株式会社 4.93% 

伊藤良則          4.70% 

永大産業株式会社      3.52% 

株式会社池田泉州銀行    3.10% 

ホクシン取引先持株会    3.06% 

農林中央金庫        1.45% 

岡三証券株式会社      1.29% 

日本マスタートラスト信託銀行株式 

会社(信託口)        1.26% 

伊藤忠商事株式会社    24.41% 

株式会社三井住友銀行    3.77% 

日本トラスティー・サービス信託銀行

株式会社（信託口）     3.65% 

住友生命保険相互会社    3.56% 

住友信託銀行株式会社    3.39% 

日本生命保険相互会社    2.61% 

住友林業株式会社      2.44% 

丸紅株式会社        2.16% 

三井住友海上火災保険株式会社 

              1.99% 

大建工業取引先持株会    1.88% 

注：上記のほか自己株式 5,388 千株 

（持株比率：4.12%）を所有して 

おります。 
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当事会社間の関係 （資本関係） 

 大建工業が発行する株式を 113,000

株保有しております 

 

（人的関係） 

 該当事項はありません。 

 

（取引関係） 

 大建工業との間でＭＤＦを相互に供

給しております。 

 

（関連当事者への該当状況） 

 該当事項はありません。 

（資本関係） 

 ホクシンの発行する株式を 190,400

株保有しております。 

 

（人的関係） 

 該当事項はありません。 

 

（取引関係） 

 ホクシンとの間でＭＤＦを相互に供

給しております。 

 

（関連当事者への該当状況） 

 該当事項はありません。 

最近３年間の連結会計年度の連結経営成績及び連結財政状態 

会 社 名 ホクシン株式会社 大建工業株式会社 

決算期 

平成 21 年 

３月期 

平成 22 年 

３月期 

平成 23 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

平成 22 年 

３月期 

平成 23 年 

３月期 

純資産（百万円） 3,692 3,065 2,810 34,562 36,663 36,839 

総資産（百万円） 11,650 10,439 9,755 125,080 123,862 115,969 

１株当たり純資産（円） 130.20 108.10 99.10 246.66 260.52 265.42 

売上高（百万円） 10,764 8,392 8,023 150,325 140,936 141,506 

営業利益（百万円） 188 △355 △164 1,830 3,010 4,349 

経常利益（百万円） 104 △438 △230 1,331 2,819 4,373 

当期純利益（百万円） 52 △687 △375 598 511 1,375 

１株当たり当期純利益（円） 1.84 △24.24 △13.25 4.64 4.01 10.88 

１株当たり配当金（円） 4.0 ─ ─ 6.25 5.00 6.25 

    

４．４．４．４．今後の見通し今後の見通し今後の見通し今後の見通し    

今回の業務・資本提携に関しては、いずれも公正取引委員会をはじめ関係当局のご承認をいただい

た後に実行することを予定しています。 

また、今回の業務・資本提携が両社の業績に与える影響につきましては、現時点では軽微と考えて

おりますが、両社は提携の効果を最大限に活かし、ＭＤＦ事業の業績向上に取り組んでまいります。 

 

５．５．５．５．本本本本件に関するお件に関するお件に関するお件に関するお問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

 

ホクシン株式会社 

企画室 TEL：072-438-0141     

  

大建工業株式会社 

広報部 

 

TEL：06-6452-6320 

 

 

以上 
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