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   ③ 合併に係る割当ての内容 

      当社はアルパイン技研の発行済全株式を所有しているため、本合併に際して株式その他の金銭等

の交付は行いません。 

   ④ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

     当該事項はありません。 

 

 （２）合併当事者会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

①名称 アルパイン株式会社 アルパイン技研株式会社 

②所在地 東京都品川区西五反田一丁目１

番８号 

福島県いわき市好間工業団地 1

番地の 58 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 米谷  信彦 代表取締役社長 中富 義之 

④事業内容 音響機器及び情報通信機器の製

造販売 

音響機器及び情報通信機器の開

発・設計 

⑤資本金 25,920 百万円  265 百万円  

⑥設立年月日 1967 年５月 10 日  1993 年 10 月 1 日  

⑦発行済株式総数 69,784,501 株  4,300 株  

⑧決算月 ３月 31 日  ３月 31 日  

⑨大株主及び持株比率 アルプス電気株式会社  40.43% 

STATE STREET BANK CLIENT 

OMNIBUS OM04           3.67% 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社(信託口)   3.51% 

MORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 

IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 

15PCT TREATY ACCOUNT  3.10% 

当社          100% 

⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 決算期 平成 28 年３月期(連結) 平成 28 年３月期(個別) 

 純資産 143,805 百万円  849 百万円  

 総資産 205,182 百万円  1,529 百万円  

 １株当たり純資産 2,059.72 円  197,448.34 円  

 売上高 273,056 百万円  3,062 百万円  

 経常利益 6,170 百万円  56 百万円  

 親会社に帰属する 

当期純利益 
10,698 百万円  31 百万円  

 １株当たり当期純利益 155.14 円  7,391.49 円  

 

（３）合併後の状況 

    本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更は

ありません。 

 

３．アルパインマニュファクチャリングとアルパインテクノ及びアルパインプレシジョンの合併について

（１）合併の要旨 

   ① 合併の日程 

合併決議取締役会(合併当事会社３社) 平成 28 年 11 月 18 日 

合併契約締結(合併当事会社３社) 平成 28 年 11 月 22 日 

合併承認株主総会(アルパインテクノ、アルパインプレシジョン) 平成28年 12月 27日(予定) 

合併期日(効力発生日) 平成 29 年４月１日(予定) 



 

※アルパインマニュファクチャリングにおいては、会社法第 796 条第２項に定める簡易合併に該

当するため、株主総会の承認決議を得ることなく行うものであります。 

   ② 合併の方式 

     アルパインマニュファクチャリングを存続会社とする吸収合併方式で、アルパインテクノ及びア

ルパインプレシジョンは解散いたします。 

   ③ 合併に係る割当ての内容 

     本件は、当社 100％子会社同士の合併であるため、本合併に際して株式その他の金銭等の交付は

行いません。 

   ④ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

     当該事項はありません。 

 

（２）合併当事者会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 吸収合併消滅会社 

①名称 アルパインマニュファ

クチャリング株式会社 

アルパインテクノ株

式会社 

アルパインプレシジ

ョン株式会社 

②所在地 福島県いわき市好間工

業団地３番地の 10 

福島県いわき市小名

浜大原字新堀 61 番地

の１ 

福島県いわき市平赤

井字反町 48 番地の１ 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

古川 義秋 

代表取締役社長 

千歳 芳雄 

代表取締役社長 

大工原 稔 

④事業内容 音響機器及び情報通信

機器の製造販売 

電子部品及び電子機

器の製造販売 

音響機器及び情報通

信機器の製造販売 

⑤資本金 275 百万円  200 百万円  90 百万円  

⑥設立年月日 1974 年１月 25 日  1973 年９月 22 日 1983 年 11 月 24 日  

⑦発行済株式総数 400,000 株  400,000 株  1,800 株  

⑧決算月 ３月 31 日  ３月 31 日  ３月 31 日  

⑨大株主及び持株比率 当社 100% 当社 100% 当社 100% 

⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 決算期 平成 28 年３月期(個別) 平成28年３月期(個別) 平成28年３月期(個別) 

 純資産 1,376 百万円  1,033 百万円  1,023 百万円  

 総資産 1,866 百万円  1,388 百万円  1,655 百万円  

 １株当たり純資産 3,440.49 円  2,584.10 円  568,852.24 円  

 売上高 2,250 百万円  976 百万円  4,059 百万円  

 経常利益 94 百万円  2 百万円  144 百万円  

 当期純利益 61 百万円  233 百万円  95 百万円  

 １株当たり当期純利益 153.00 円  584.41 円  52,937.70 円  

 

（３）合併後の状況 

    本合併によるアルパインマニュファクチャリングの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内

容、資本金及び決算期に変更はありません。 

 

４．今後の見通し 

   本合併による当社及び連結業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上    


