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支配株主等に関する事項について 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等  （平成 27 年 3月 31 日現在） 

親会社等 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場され

ている金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社三菱ケミカル 

ホールディングス 
親会社 － 50.9 50.9 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

三菱化学株式会社 親会社 50.9 －  50.9 なし 

 

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由 

上場会社に与える影響が最も大きいと

認められる会社の商号又は名称 
株式会社三菱ケミカルホールディングス 

その理由 
完全親会社として、株式会社三菱ケミカルホールディングスが三菱

化学株式会社を支配しているため 

 

３．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

   当社は、株式会社三菱ケミカルホールディングスおよび三菱化学株式会社の連結子会社であり、三菱化

学グループに属しています。三菱化学グループは石油化学をはじめ広範な化学関連事業を営んでおり、化

学業界の動向や需要動向の把握、製造技術や研究開発の連携を図っています。さらに主要原料の供給や、

知的財産に関する事項を含む諸情報のネットワークを活用することにより、当社グループ事業の拡大強化

に繋げています。三菱化学グループとの経営情報の交換等を目的として三菱化学株式会社より１名が社外

取締役に就任しています。 

   当社は株式会社三菱ケミカルホールディングスおよび三菱化学グループと緊密な協力関係を保ちなが

ら事業を展開していますが、独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認

識しています。 

（役員の兼務状況）                           （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

役職 氏名 
親会社等又はそのグ

ループ企業での役職
就任理由 

社外取締役 和賀 昌之 

三菱化学株式会社 

常務執行役員 

機能化学本部長 

国内外で広範な化学関連事業を展開する三菱化学株式

会社の常務執行役員である同氏は、化学業界・需要動

向等に精通しており、当社の社外取締役として必要な

人材であるため 

  

 

 

 

 



４．支配株主等との取引に関する事項 

 （１）当連結会計年度（自 平成 26 年 4 月 1日 至 平成 27 年 3 月 31 日） 
 

 

会社等の名称

又は氏名 

所在地 資本金 

(百万円） 

事業の内容又は

職業 

議決権等の

被所有割合

関連当事者と

の関係 

取引の内容 取引金額

(百万円） 

科目 期末残高

(百万円）

親会社 
三菱化学 

株式会社 

東京都 

千代田区 
50,000 

各種化学製品の

製造・販売 
直接 50.9%   製品の購入 原料品の購入 9,990 買掛金 1,339

関連会社 

ジャパンコー

ティングレジ

ン株式会社 

大阪府 

大阪市 
101 

エマルジョン製

品の製造・販売 
  － 製品の購入等

分割による資産譲渡

製品の購入 

1,150 

1,250 

－ 

買掛金 

－ 

387

  取引条件ないし取引条件の決定方針等 

   原料品・製品の購入については、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しています。 

  （注）取引金額には消費税等は含めず、期末残高には消費税等を含めています。 

 

 （２）ジャパンコーティングレジン社への会社分割（簡易吸収分割）について 

平成２６年１０月１日を効力発生日として、当社の合成樹脂エマルジョン事業の製造部門を会社 

分割し、中央理化工業株式会社（当社の親会社である三菱化学株式会社の１００％連結子会社、

平成２６年１０月１日にジャパンコーティングレジン株式会社に商号変更）に移管いたしました。 

平成２６年１１月１４日付けの「会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせの一部追加につい 

て」で開示しました内容は以下の通りです。 

 

①会社分割の目的 

合成樹脂エマルジョンは、各種コーティング剤や塗料、接着剤など幅広い用途に使用されていま 

す。当社は、主力である合成樹脂製品のほか合成樹脂エマルジョンを製造・販売しており、一方、

中央理化工業株式会社は、合成樹脂エマルジョンの専業メーカーとして事業を行っています。両

社のエマルジョン製品は、いずれもＶＯＣ（揮発性有機化合物）をほとんど含まず、環境負荷が

低いという特徴を有しています。 

今回、当社および中央理化工業株式会社の製造部門を統合することにより、生産最適化を図り、

両社の合成樹脂エマルジョン事業を一層強化することを目的としております。 

 

②会社分割の要旨 

（１）日程 

会社分割決議取締役会  平成２６年 ８月２１日 

会社分割契約締結    平成２６年 ８月２７日 

分割期日（効力発生日） 平成２６年１０月 １日 

なお、本会社分割は、会社法第７８４条第３項に規定する簡易吸収分割であるため、株主総会

の承認を得ることなく行います。 

 

（２）分割の方式 

当社を分割会社とし、中央理化工業株式会社を承継会社とする簡易吸収分割であります。 

 

（３）会社分割に係る割り当て 

中央理化工業株式会社は、当該吸収分割に際して保有する自己株式 55,800 株を分割期日に当社

に交付します。 

会社分割に際して中央理化工業株式会社が当社に割り当てる株式の数の算定は、その公平性・



妥当性を確保する観点から、第三者機関による分析結果を参考に、中央理化工業株式会社と協

議・交渉を重ねた上で割当株式数を決定いたしました。 

 

（４）会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）会社分割により増減する資本金 

当社の資本金の増減はありません。 

 

（６）吸収分割承継会社が承継する権利義務 

当社の大垣工場で製造するエマルジョン及びそのパウダー製品の製造及びこれらに付帯関連す

る事業 

 

（７）債務履行の見込み 

本吸収分割後、当社および吸収分割会社における債務の履行に支障を及ぼす事態は現在のとこ

ろ予想されておりません。 

 

③会社分割当事会社の概要 

 （平成 26 年 3 月 31 日現在） （平成 26 年 3 月 31 日現在） 

(１)商号 日本合成化学工業株式会社（分割会社） 中央理化工業株式会社（承継会社）

(２)本店所在地 大阪府大阪市北区小松原町 2番 4号 大阪府枚方市招提田近一丁目 13 番地

(３)代表者の役職・氏名 取締役社長 木村 勝美 取締役社長 矢田 修平 

(４)事業内容 化学工業製品の製造、販売 合成樹脂エマルジョンの製造・販売 

(５)資本金 17,989 百万円 101 百万円 

(６)設立年月日  昭和 2年 3月 30 日 昭和 34 年 4 月 4日 

(７)発行済株式数 98,369,186 株 178,439 株 

普通株式 178,400 株 

Ａ種種類株式 39 株 

(８)決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(９)大株主及び持株比率 三菱化学株式会社           50.86％

ステート ストリート バンク アン

ド トラスト カンパニー   3.62％

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）              2.66％

三菱化学株式会社          100％

 

(10)直前事業年度の 

経営成績及び財政状態 

平成 26 年 3 月期（連結） 平成 26 年 3 月期 

純資産 76,770 百万円 2,107 百万円

総資産 130,107 百万円 4,555 百万円

  1 株当たり純資産 788.11 円 51,867,549.11 円

  売上高 111,151 百万円 6,767 百万円

  営業利益 16,712 百万円 49 百万円

  経常利益 16,229 百万円 66 百万円

  当期純利益  8,018 百万円 ▲115 百万円

  1 株当たり当期純利益 82.32 円 ▲2,838,457.17 円

 

 



④分割する事業の概要 

（１）分割する事業の概要 

合成樹脂エマルジョン製品の製造 

 

（２）分割する部門の 2014 年 3 月期における経営成績 

分割する部門は製造部門のみであるため、経営成績は記載しておりません。 

 

（３）分割する資産、負債の項目および金額 

項目     帳簿価額  

流動資産   654 百万円 

固定資産   496 百万円 

合計    1,150 百万円 

 

⑤会社分割後の状況 

   本会社分割による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はあり

ません。 

 

⑥吸収分割承継会社となる会社の名称、本社所在地 

   中央理化工業株式会社は平成２６年１０月１日付で「ジャパンコーティングレジン株式会社」に

社名変更しております。また、平成２６年８月１８日付で本社所在地を大阪市中央区今橋二丁目 5

番 8号に変更しております。 

 

⑦吸収分割承継会社となる会社の概要（当該吸収分割後） 

 会社名      ジャパンコーティングレジン株式会社 

 本社所在地    大阪市中央区今橋二丁目 5番 8号 

 代表者の役職氏名 取締役社長 矢田 修平 

 資本金      1 億 115 万円 

 資本構成     三菱化学株式会社 66%、当社 34% 

   事業内容     合成樹脂エマルジョンの製造・販売 

 

  ⑧支配株主との取引等に関する事項 

（１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況 

    平成２６年１１月６日付の「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載しましたとおり、当社

の親会社は三菱化学株式会社及び株式会社三菱ケミカルホールディングスであり、三菱化学株

式会社は２０１４年９月３０日現在、当社議決権の５０．９％を所有しており、同一親会社を

有する相手先との取引であるため、本取引が支配株主との取引等に該当します。 

当社は、当社の業務上の意思決定及び経営の独立性に関し、親会社が影響を及ぼすことなく、 

自らの経営責任で行っております。 

当社と親会社が行う取引につきましても、社会通念上の一般の取引条件と同様の考え方で取引 

を行うことを基本方針としており、取引内容及び条件の妥当性につきましても、他の会社と取 

引を行う場合と同様に、取引条件や市場価格等を十分に勘案し、価格交渉を行い、合理的に決 

定しており、少数株主に不利益を与えることがないよう、適切に対応しており、基本方針に適 

合しております。 

 

（２）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 

    公平性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、第三者機関からの算

定書を入手するとともに、親会社である三菱化学株式会社の執行役員である社外取締役を除き、

当社で討議し、当社取締役会で決議しました。 



（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係の

ない者から入手した意見の概要 

    当社は、当社が本吸収分割を行うことについての決定が少数株主にとって不利益なものでない

ことに関する意見として、株式会社三菱ケミカルホールディングス、三菱化学株式会社および中

央理化工業株式会社と利害関係を有しない当社の社外監査役であり独立役員でもある吉野孝義

氏より、本件分割は、その交渉過程における日本合成化学の検討状況も慎重に審議がなされてお

り、また、その決定内容についても日本合成化学の企業価値を向上させるものであり、その決定

が少数株主にとって不利益なものではないと考えるとの意見書を平成２６年１１月１３日に入

手しております。 

なお、意見書の入手は事後となりましたが、少数株主にとって不利益にならないための手続きは

正しく行っております。 

 

⑨今後の見通し 

本会社分割が当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

５．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

   当社の親会社は三菱化学株式会社および株式会社三菱ケミカルホールディングスであり、三菱化学株式

会社は２０１５年３月３１日現在、当社議決権の５０．９％を所有しています。当社は、当社の業務上の

意思決定および経営の独立性に関し、親会社が影響を及ぼすことなく、自らの経営責任で行っております。

当社と親会社が行う取引につきましても、社会通念上の一般の取引条件と同様の考え方で取引を行うこと

を基本方針としており、取引内容および条件の妥当性につきましても、他の会社と取引を行う場合と同様

に、取引条件や市場価格等を十分に勘案し、価格交渉を行い、合理的に決定しており、少数株主に不利益

を与えることがないよう、適切に対応しており、基本方針に適合しております。 

 

以 上 

 


