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平成 25 年４月４日 

各 位 

 

会 社 名 日新製鋼ホールディングス株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長 三喜 俊典 

（コード番号 ５４１３ 東証第一部）
問 合 せ 先 総 務 部 長 榊  信行 

（ＴＥＬ：０３－３２１６－６３００）

 

当社と連結子会社２社との合併および当社商号変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の 100％子会社である日新製鋼株式会社（所在地：東京都

千代田区、社長：三喜 俊典 以下「日新」）および日本金属工業株式会社（所在地：愛知県碧南市、社

長：佐々木 雅啓 以下「日金工」）の当社への吸収合併（以下「本合併」）に関する契約締結について

決議し、合併契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。 

また、当社は、平成 25 年６月 25 日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

鋼株式会社」へと変更することについて決議いたしましたので、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 

 

Ⅰ．本合併および商号変更の背景および目的等 

事業環境の構造的変化に対応し厳しい競争に勝ち抜くべく、まずは販売部門の集約など具体的な

統合メリットを可能な限り早期に享受するための組織形態として、平成 24 年 10 月１日に共同株式

移転の方法による持株会社として当社が設立され、日新と日金工の経営資源を結集する一方で、統

合メリットの最大化に向けたさらなる組織再編として、統合検討時点において次のステップとして

視野に入れていた、当社、日新、日金工の三社合併に向けた具体的検討を並行して行ってまいりま

した。 

今般、当社、日新および日金工を名実ともに一体化する三社合併により、製造部門における一層

の機能融合や管理部門をはじめとする機能重複の解消などを実現し、統合シナジーの最大化を具現

化すべく、平成 26 年４月１日を効力発生日として、当社を存続会社として日新および日金工を吸収

合併すること、ならびに当社の商号を「日新製鋼株式会社」へと変更することを決定いたしました。 

 

Ⅱ．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スケジュール 

・合併契約締結決議取締役会（日金工） 平成 25 年４月２日 

・合併契約締結決議取締役会（当社および日新） 平成 25 年４月４日 

・商号変更決議取締役会（当社） 平成 25 年４月４日 

・合併契約締結（３社） 平成 25 年４月４日 
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・合併契約承認および定款変更決議定時株主総会（当社） 平成 25 年６月 25 日（予定） 

・合併の効力発生日ならびに商号変更日 平成 26 年４月 1日（予定） 

(注)本合併は、会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、日新および日金工において株主総会決議によ

る合併契約の承認を得ることなく行うものであります。 
 

2. 本合併の方式 

当社を存続会社、日新および日金工を消滅会社とする吸収合併方式で、日新および日金工は解散

いたします。 

 

3. 本合併に係る割当ての内容 

日新および日金工は当社の 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. 本合併に伴う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 

 日新製鋼株式会社（英文名：Nisshin Steel Co., Ltd.） 

 

Ⅲ．本合併の当事会社の概要（平成 25 年３月 31 日現在） 

吸収合併存続会社 

(１) 名称 日新製鋼ホールディングス株式会社 

(２) 所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 三喜 俊典 

(４) 事業内容 鉄鋼および非鉄金属の製造、加工および販売等を営む子会社等の経

営管理ならびにそれに附帯関連する事業 

(５) 資本金 30,000 百万円 

(６) 設立年月日 平成 24 年 10 月１日 

(７) 発行済株式総数 109,843,923 株 

(８) 決算期 ３月 31 日 

(９) 大株主および持株比率(注 1)  

(10) 財政状態および経営成績(注 2)  

 純資産 － 

 総資産 － 

 １株当たり純資産 － 

 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)当社は、平成 24 年 10 月１日付で日新および日金工の共同株式移転の方法により設立された持株会社でありま
す。現時点において、初めてかつ直近の基準日である平成 25 年３月 31 日現在の株主名簿の記載内容が確認で
きないため、大株主および持株比率については記載することができません。 

(注 2)当社は、平成 24 年 10 月１日付で日新および日金工の共同株式移転の方法により設立された持株会社でありま
す。現時点において、初めてかつ直前事業年度の決算は未定のため、財政状態および経営成績については記載
することができません。 
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吸収合併消滅会社 

(１) 名称 日新製鋼株式会社 日本金属工業株式会社 

(２) 所在地 東京都千代田区丸の内三丁目

４番１号 

愛知県碧南市浜町１番地 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 三喜 俊典 代表取締役社長 佐々木 雅啓 

(４) 事業内容 鉄鋼製品の製造・加工・販売お

よびこれらに付帯する事業 

ステンレス鋼、耐熱鋼、その他

各種金属製品の製造・加工・販

売 

(５) 資本金 79,913 百万円 13,408 百万円 

(６) 設立年月日 昭和３年２月 15 日 昭和７年６月 15 日 

(７) 発行済株式総数 994,500 千株 185,605 千株 

(８) 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(９) 大株主および持株比率 日新製鋼ホールディングス株

式会社 100％ 

日新製鋼ホールディングス株

式会社 100％ 

(10) 財政状態および経営成績(注) 平成 24 年３月期 平成 24 年３月期 

 純資産 193,485 百万円 15,187 百万円 

 総資産 627,428 百万円 79,104 百万円 

 １株当たり純資産 206.75 円 83.66 円 

 売上高 557,864 百万円 81,530 百万円 

 営業利益 7,067 百万円 △5,508 百万円 

 経常利益 4,688 百万円 △6,422 百万円 

 当期純利益 △4,868 百万円 △6,724 百万円 

 １株当たり当期純利益 △5.39 円 △37.05 円 

(注)現時点において、直前事業年度の決算は未定のため、財政状態および経営成績については、平成 24 年３月期決
算のものを記載しております。 

 

Ⅳ．本合併後の状況 

吸収合併存続会社 

(１) 名称 日新製鋼株式会社 

(２) 所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 三喜 俊典 

(４) 事業内容 鉄鋼製品の製造・加工・販売およびこれらに付帯する事業 

(５) 資本金 30,000 百万円 

(６) 決算期 ３月 31 日 

 

Ⅴ．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 25 年５月中旬に開

催予定の当社取締役会において、平成 25 年６月 25 日開催予定の第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。 

 

Ⅵ．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

ありません。 

 

以 上 


