
  

 
 

 
平成 24 年 12 月 28 日 

各  位 
会 社 名  アイカ工業株式会社 
代表者名  代表取締役社長 小野 勇治 

（コード番号：4206 東証・名証各第１部） 
問合せ先  取締役総合企画部長 百々 聡 

（TEL 052－409－8261） 
 

Dynea 社アジア太平洋部門子会社の株式取得手続き完了に関するお知らせ 
 
当社は本日の取締役会決議において、平成 24 年 10 月 12 日付け「Dynea 社のアジア太平洋部

門子会社の株式取得に関するお知らせ」で発表したフィンランド共和国の接着剤メーカーDynea 
Chemicals Oy（以下「Dynea 社」）のアジア太平洋部門子会社および持分法適用会社（以下

「DyneaAP 部門」）の株式を取得するための株式譲受契約に関し、その内容を一部修正したうえ

で株式取得に関して必要な手続きを完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
１．株式譲受契約の主な修正内容 

 修正後 修正前 

対象事業の法人数 
子会社 10 社 
持分法適用会社 1 社 
合計 11 社 

子会社 13 社 
持分法適用会社 2 社 
合計 15 社 

取得価格 133.1 百万ユーロ 150 百万ユーロ 

 
2．対象事業の概要 

 本日取得完了した事業の内容 2012 年 10 月 12 日発表時の 
事業の内容 

事業内容・取扱製品 建築用接着剤、産業用・自動車

部品用接着剤・樹脂、 
同左 

法人数（注 1､2､3） 

中国（3 社） 
インドネシア（2 社） 
タイ（2 社） 
ベトナム（1 社） 
シンガポール（1 社） 
ニュージーランド（1 社） 
 
子会社 計 10 社 
他、持分法適用会社（１社） 
合計 11 社 

中国（5 社） 
インドネシア（2 社） 
タイ（2 社） 
ベトナム（1 社） 
マレーシア（1 社） 
シンガポール（1 社） 
ニュージーランド（1 社） 
 
子会社 計 13 社 
他、持分法適用会社（2 社） 
合計 15 社 

 



  

 
 

売上高 （注 4、5） 19,384 百万円 22,142 百万円 
営業利益（注 4、5） 1,510 百万円 1,782 百万円 

総資産 （注 4、5） 15,817 百万円 17,630 百万円 

従業員数（注 4、5） 約 1､100 名 約 1､300 名 

＜DyneaAP 部門の地域別売上高（注 4、5）＞ 
地域 

本日取得完了した事業の内容 2012 年 10 月 12 日発表時の 
事業の内容 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 5,889 百万円（26.6%） 5,889 百万円（26.6%） 
その他ｱｾｱﾝ 6,261 百万円（32.3%） 7,636 百万円（34.5%） 

中国 4,214 百万円（21.7%） 5,597 百万円（25.3%） 
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 3,020 百万円（15.6%） 3,020 百万円（13.6%） 

合計 19,384 百万円（100%） 22,142 百万円（100%） 
（注1） 記載の法人数には、新設されたｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ持株会社は含まれておりません。 
（注2） 本日取得手続きが完了した法人以外に、中国 1 社、マレーシア 1 社については、株式の移動に必要

な現地当局の手続きが完了次第後ほど株式を追加取得する予定であります。 
（注 3） 子会社 10 社のうち、インドネシア 2 社、タイ 2 社は、少数株主が存在する合弁会社であります。 
（注 4） 上表の DyneaAP 部門の計数は 2011 年 12 期の各子会社と持分法適用会社の業績を単純合計した 

 計数であります。なお、営業利益につきましては、税引前利益を使用しております。 
（注5） 比較を容易にするために、為替換算ﾚｰﾄは 10 月 12 日発表時と同じ為替ﾚｰﾄを用いております。 

 
3．異動する子会社（シンガポール持株会社）の概要 

（1）名 称 Dynea Asia Pacific Holding Pte. Ltd. 
（2）事 業 内 容 株式の保有および子会社事業の統括 
（3）資 本 金 71,992,820 ﾕｰﾛ 
（4）大 株 主 Dynea Chemicals Oy 100% 
（5）所 在 国 シンガポール 
（6）設 立 年 月 日 2012 年 9 月 26 日 

 
資本関係 

当社と当該会社との間には、

記載すべき資本関係はありま

せん。また、当社の関係者及

び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社の間には、特

筆すべき資本関係はありませ

ん。 
 
人的関係 

当社と当該会社との間には、

記載すべき人的関係はありま

せん。また、当社の関係者及

び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社の間には、特

筆すべき人的関係はありませ

ん。 

（7）上場会社と当該会社との

間の関係 

 
取引関係 

当社と当該会社との間には、記

載すべき取引関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関

係会社と当該会社の関係者及

び関係会社の間には、特筆すべ

き取引関係はありません。 



  

 
 

（8）当該会社の最近 2 年間の連結経営成績及び連結財政状態 （注 6） 
                             (百万ﾕｰﾛ） 

               
 2010 年 12 月期 2011 年 12 月期 

売上高 169.7 193.8 

税前利益 15.9 14.6 

当期純利益 8.3 8.1 

総資産 146.2 158.2 

(注 6) 上表計数は、シンガポール持株会社に株式が移転される予定の子会社 10 社と持分法適用会社 1 社の

業績を単純合計した計数であります。 
 

4．取得株式数、金額及び発行済株式総数に対する割合 
（1）取得株式数 7,199,283 株 
（2）取得価額  133.1 百万ユーロ 
（3）発行済株式総数に対する割合 100％ 
 
5．当社業績に与える影響 
 シンガポール持株会社の当社連結決算への反映は、連結貸借対照表については、平成 25
年 3 月期第 3 四半期から、連結損益計算書については、平成 26 年 3 月期第 1 四半期から

を予定しています。 
 

以上 
 
本件照会先：  広報・IR 室:： 百々（とうどう）、一関  
  TEL: 052-409-8088 


