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当社と連結子会社２社の合併（簡易合併・略式合併） 

および当社商号変更に関するお知らせ 

 

当社と、当社の100％子会社である日新製糖株式会社（以下「日新製糖」といいます。）および新光製糖株式

会社（以下「新光製糖」といいます。）は、平成25年４月１日をもって、当社を存続会社、日新製糖および新

光製糖を消滅会社として吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを、本日開催したそれぞれの取締

役会において決議し、本合併に関する合併契約を締結いたしました。 

また、当社は、平成24年６月下旬に開催予定の当社第１回定時株主総会で定款の一部変更が承認されること

および本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日をもって、商号を「日新製糖株式会社」

へと変更することについて併せて決議いたしましたので、それぞれの内容につき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簡易合併・略式合併のため、開示事項・内容を一部省略して開示

しております。 

 

記 

 

１． 本合併および商号変更の目的 

 当社は、日新製糖と新光製糖の経営統合に伴い、共同株式移転の方法により、平成23年10月３日付で設立

されましたが、本経営統合の実施に際しては、日新製糖および新光製糖が平成23年５月12日に発表いたしま

した「日新製糖株式会社と新光製糖株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知

らせ」にてお知らせいたしましたとおり、統合効果をより高めるため、当社を含めた３社の早期合併を実現す

べく、これまで検討を重ねてまいりました。 

 その結果、平成25年４月１日をもって、当社を存続会社として日新製糖および新光製糖を吸収合併すること

に加えて、本合併に伴い当社の商号を「日新製糖株式会社」へと変更することを決定いたしました。 

 本合併により、当社は、「カップ印」へのブランド統一を行うとともに、効率的な販売体制の整備、生産体制

の効率化および新規事業開発などを推し進め、一層の企業価値向上に努めてまいります。なお、今後の海外を

含む事業領域拡大の推進に向け、平成24年４月１日付で日新製糖に「事業開発室」を新たに設置し、新規事業

および新規商材の開発に取り組んでまいります。 

 

２．本合併および商号変更の要旨 

（１）本合併および商号変更の日程 

 合併決議取締役会（３社）       平成24年３月26日（月） 

 商号変更決議取締役会（当社）     平成24年３月26日（月） 

 合併契約締結（３社）         平成24年３月26日（月） 

 定款変更承認定時株主総会（当社）   平成24年６月下旬（予定） 

合併の効力発生日           平成25年４月１日（月）（予定） 

 商号変更予定日            平成25年４月１日（月）（予定） 

（注）本合併は、会社法第796条第３項に定める簡易合併（当社）および同法第784条第１項に定める略

式合併（日新製糖および新光製糖）であるため、当社、日新製糖および新光製糖は株主総会の決議

による承認を受けることなく本合併を行う予定です。 

 



 

（２）本合併の方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、日新製糖および新光製糖は効力発生日をもって解散いたします。 

 

（３）本合併に係る割当ての内容 

 日新製糖および新光製糖は当社の 100％子会社であるため、本合併に際して対価の交付および資本金の増

加はありません。 

 

（４）消滅会社の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。 

 

（５）新商号 

 日新製糖株式会社（英文名：Nissin Sugar Co., Ltd.） 

 

３．本合併の当事会社の概要（平成23年10月３日現在） 

吸収合併存続会社 

（１） 名称 日新製糖ホールディングス株式会社 

（２） 本店所在地 東京都中央区日本橋小網町14番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  樋口 洋一 

（４） 事業内容 
砂糖の精製・販売等を行う子会社等の経営管理およびそれに付帯また

は関連する業務 

（５） 資本金 7,000百万円 

（６） 設立年月日 平成23年10月３日 

（７） 発行済株式総数 7,557,961株 

（８） 決算期 毎年３月31日 

（９） 大株主および持株比率 

住友商事株式会社 36.59％ 

株式会社三井住友銀行  3.26％ 

住友信託銀行株式会社   2.65％ 

日新製糖株式会社（注１）   2.19％ 

ブルドックソース株式会社   1.76％ 

（10） 直前事業年度の財政状態および業績（注２） 

 純資産 31,318百万円 

 総資産 31,318百万円 

 １株当たり純資産 4,413.75円 

 売上高 － 

 営業利益 － 

 経常利益 － 

 当期純利益 － 

 １株当たり当期純利益 － 

  （注）１．日新製糖は、平成23年11月７日を効力発生日として、保有していた当社株式を全て当社に現

物配当いたしました。その詳細につきましては、当社が平成23年10月31日付で発表いたしま

した「子会社が保有する当社株式の取得に関するお知らせ」をご覧ください。 

２．当社は、平成23年10月３日設立のため、直前事業年度はありません。純資産、総資産および

１株当たり純資産につきましては、当社設立時のものを記載しております。 

 



 

  吸収合併消滅会社 

（１） 名称 日新製糖株式会社 

（２） 本店所在地 東京都中央区日本橋小網町14番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  住井 昌三 

（４） 事業内容 

砂糖の製造販売を中心とする砂糖その他食品事業、スポーツクラブの

経営等の健康産業事業、冷蔵倉庫事業、港湾運送事業、合成樹脂等販

売事業、不動産賃貸事業 

（５） 資本金 7,004百万円 

（６） 設立年月日 昭和25年６月１日 

（７） 発行済株式総数 49,516,489株 

（８） 決算期 毎年３月31日 

（９） 大株主および持株比率 日新製糖ホールディングス株式会社 100.00％ 

（10） 直前事業年度の財政状態および業績（平成23年３月期 連結） 

 純資産 28,510百万円 

 総資産 37,719百万円 

 １株当たり純資産 575.75円 

 売上高 44,344百万円 

 営業利益 2,524百万円 

 経常利益 2,612百万円 

 当期純利益 1,393百万円 

 １株当たり当期純利益 28.14円 

 

  吸収合併消滅会社 

（１） 名称 新光製糖株式会社 

（２） 本店所在地 大阪市城東区今福西６丁目８番19号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  森永 剛司 

（４） 事業内容 精製糖、氷糖、液糖の製造販売 

（５） 資本金 1,495百万円 

（６） 設立年月日 昭和19年６月10日 

（７） 発行済株式総数 11,481,559株 

（８） 決算期 毎年３月31日 

（９） 大株主および持株比率 日新製糖ホールディングス株式会社 100.00％ 

（10） 直前事業年度の財政状態および業績（平成23年３月期 連結） 

 純資産 12,450百万円 

 総資産 14,074百万円 

 １株当たり純資産 1,067.93円 

 売上高 13,848百万円 

 営業利益 829百万円 

 経常利益 1,010百万円 

 当期純利益 641百万円 

 １株当たり当期純利益 55.87円 

 



 

４．本合併後の状況 

 吸収合併存続会社 

（１） 名称 日新製糖株式会社（英文名：Nissin Sugar Co., Ltd.） 

（２） 本店所在地 東京都中央区日本橋小網町14番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  樋口 洋一 

（４） 事業内容 砂糖の製造販売を中心とする砂糖その他食品事業、スポーツクラブの

経営等の健康産業事業、冷蔵倉庫事業、港湾運送事業、合成樹脂等販

売事業、不動産賃貸事業 

（５） 資本金 7,000百万円 

（６） 決算期 毎年３月31日 

 

５．定款の変更 

  当社は、商号変更に加えて、本合併に伴い純粋持株会社から事業会社へと移行するにあたり、定款におけ

る事業目的の変更を行う予定であり、当該定款変更案については、平成24年５月中旬に開催予定の当社取締

役会において、平成24年６月下旬開催予定の第１回定時株主総会の付議議案として「定款一部変更の件」を

決議した後、速やかに開示いたします。 

 

６．今後の見通し 

本合併は、当社と当社の 100％子会社２社との合併であり、本合併が当社連結業績に与える影響はござい

ません。 

 

 

（参考）平成24年３月期連結業績予想（平成24年１月30日公表分） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（平成24年３月期） 

52,700  2,500  2,800  10,700  

 

以 上 

 


