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完全子会社の吸収合併（簡易合併）に関する契約締結のお知らせ 

 

当社は、平成 29 年 12 月 14 日付の「完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知ら

せ」において公表しましたとおり、当社の完全子会社である株式会社ビー・インターナショナル（以下

「ビー社」）を吸収合併することを決議いたしました。 

 同決議に基づき、当社は平成 30 年５月 18 日に開催した当社取締役会において、当該吸収合併に係る

合併契約を承認し、当社とビー社は合併契約を締結いたしました。 

  つきましては、「完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ」において未定とし

ておりました合併の日程、合併の方式の一部変更、及び平成 29 年 12 月期決算により更新されました合

併当事会社の概要について下記のとおりお知らせいたします。 

 

                   記 

 

１． 合併の日程 

合併承認取締役会 平成 30 年 5 月 18 日（当社） 

合併承認株主総会 平成 30 年 5 月 18 日（ビー社） 

合併契約締結     平成 30 年 5 月 18 日（当社及びビー社） 

合併効力発生日  平成 30 年 7 月 1 日（予定） 

（注）当社においては、会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併の規定により、株主総会の承認を得 

ることなく本合併を行います。ビー社については当初略式合併を予定しておりましたが、当社が 

唯一の株主であり、手続は比較的簡素であると見込まれることから、株主総会を開催し、本合併 

を決議することにいたしました。 

 

２． 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式により、ビー社は効力発生日をもって解散いたします。 

当社は既に、ビー社債務超過額相当の貸倒引当金を計上済であり、合併の際発生する貸倒引当金戻入 

益と同時に相殺されることから、本合併による差損は発生しないものと判断し、債権放棄を行わずに簡

易合併をいたします。 



３．合併当事会社の概要（平成 29 年 12 月 31 日現在） 

 存続会社 消滅会社 

(1) 商号 昭光通商株式会社 株式会社ビー・インターナショナル 

(2) 本店所在地 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 東京都港区芝公園二丁目４番１号 

(3) 代表者の役職・氏名 取締役社長 稲泉 淳一 取締役社長 浅野 浩 

(4) 事業内容 化学品、肥料、農業資材、合成樹脂 

軽金属、無機材料、住宅建材、電子 

材料等の販売（一部は製造） 

化学品、食品添加物、金属材料の 

販売  

 

(5) 資本金 8,021 百万円 50 百万円 

(6) 設立年月日 昭和 22 年 5 月 28 日 平成 12 年 12 月 1 日 

(7) 発行済株式総数 112,714,687 株 500 株 

(8) 決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(9) 大株主及び持株比率 昭和電工株式会社         42.50％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式 

会社（信託口）             1.75% 

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS 

(E) BD (常任代理人 株式会社三菱 UFJ 

銀行）                      1.60% 

CHASE MANHATTAN BANK GTS 

CLIENTS ACCOUNT ESCROW  

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済 

営業部)                    1.22% 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口 5）       1.19% 

昭光通商従業員持株会      1.07% 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口）         1.01% 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口 1）       1.00% 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

0.90% 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口 2）       0.87% 

昭光通商株式会社 100％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 平成 29 年 12 月期（連結） 平成 29 年 12 月期（単体） 

純資産 7,478 百万円 ▲792 百万円

総資産 59,510 百万円 1,148 百万円

 1 株当たり純資産 66 円 18 銭 ▲1,584,071 円 05 銭



売上高 124,326 百万円 2,201 百万円

営業利益 1,580 百万円 14 百万円

経常利益 1,967 百万円 30 百万円

親会社株主に帰属する 

当期純利益／当期純利益 

2,130 百万円 24 百万円

1 株当たり当期純利益 19 円 47 銭 49,939 円 79 銭

(2) 平成 30 年４月 9 日にビー社は本店を現所在地に移転いたしました。 

(3) 平成 30 年１月４日にビー社の代表取締役が変更となりました。 

 

４．合併後の状況 

  （１）商号        昭光通商株式会社 

  （２）本店所在地     東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 

  （３）代表者の役職・氏名 取締役社長 稲泉 淳一 

  （４）事業内容      化学品、肥料、農業資材、合成樹脂、軽金属、無機材料、住宅建材、 

電子材料等の販売（一部は製造） 

  （５）資本金       8,021 百万円 

  （６）決算期       12 月 31 日 

 

５．今後の見通し 

  本合併は当社による完全子会社の吸収合併であり、合併による連結業績への直接的な影響はありま 

せん。 

 

本合併の詳細につきましては、平成 29 年 12 月 14 日付の「完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合

併）に関するお知らせ」を併せてご覧ください。 

 

                                            以上 


