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2019 年 10月 18日 

各 位 

                         

  

 

 

子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ 

 

当社は、2019 年 10月 18日開催の取締役会において、2020年 1月 1日を効力発生日(予定)として、

当社の連結子会社であるレックインダストリーズ株式会社および DH アクア株式会社を吸収合併する

ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本合併は100%連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一

部省略して開示しております。 

 

記 

１．合併の目的 

無機系排水処理技術を得意とするレックインダストリーズ株式会社および愛媛県に所在する団

地の上下水道事業を運営するDHアクア株式会社について、当社を存続会社とした吸収合併を行うこ

とが事業および管理面の効率化を図るために最適であると判断し、合併することを決議いたしまし

た。 

 

２．合併の要旨 

(1) 合併の日程 

当社合併承認取締役会 2019 年 10月 18日 

レックインダストリーズ合併承認取締役会 2019 年 10月 18日 

DHアクア合併承認取締役会 2019 年 10月 18日 

合併契約締結日 2019 年 10月 18日 

合併期日 2020 年 1月 1日(予定) 

※本合併は当社においては会社法796条第 2項に規定する簡易合併に該当し、消滅会社2社にお

いては会社法第784条第 1項の規定に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認に関

する株主総会は開催いたしません。 

 

(2) 合併の方式 

当社を存続会社、レックインダストリーズ株式会社およびDHアクア株式会社を消滅会社とする

吸収合併を行います。なお、当社は債務超過であるレックインダストリーズ株式会社に対して関

係会社事業損失引当金を計上していることから本合併による差損は発生しないため、簡易合併手

続きを採用いたします。 

 

(3) 合併による割当ての内容 

本合併による新株式の発行および金銭等の交付はありません。 

 

(4) 合併に伴う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。 

 

会 社 名 株式会社ダイキアクシス 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長 C E O ・ C G O  大 亀  裕 

 （コード番号：4245 東証第一部） 

問合せ先 取締役 副社長執行役員CFO・CIO  堀淵 昭洋 

 （TEL：089-927-2222） 
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３．合併当事会社の概要(2018 年 12月 31日現在) 

 存続会社 

(1)  商号 株式会社ダイキアクシス 

(2)  本社所在地 愛媛県松山市美沢1-9-1 

(3)  代表者 代表取締役社長 大亀 裕 

(4)  事業内容 各種排水処理装置の設計・施工・維持管理、合成樹脂等による

製品の製造販売および設計・施工 

各種建設材料・住宅設備機器の販売・施工 

廃食用油を原料とするバイオディーゼル燃料の精製・販売およ

び精製プラントの販売 

飲料水の製造・販売 

太陽光発電に係る売電事業 

(5)  資本金 1,983 百万円 

(6)  設立年月日 2005 年 7月 12日 

(7)  発行済株式数 12,408,800 株 

(8)  大株主および持株比率 有限会社YOUプラニング 33.4% 

(9)  決算期 12月 31日 

(10) 直前事業年度(2018 年 12月 31日)の財政状態および経営成績 

純資産 6,504 百万円  

総資産 23,005 百万円  

１株当たり純資産 542.45 円  

売上高 30,040 百万円  

営業利益 559百万円  

経常利益 1,112 百万円  

当期純利益 1,037 百万円  

１株当たり当期純利益 86.54 円  

 

 消滅会社 

(1)  商号 レックインダストリーズ株式会社 

(2)  本社所在地 東京都中央区東日本橋2-15-4 

(3)  代表者 代表取締役社長 伊藤 健彦 

(4)  事業内容 環境プラント事業等 

(5)  資本金 78百万円 

(6)  設立年月日 2009 年 1月 16日 

(7)  発行済株式数 1,000 株 

(8)  大株主および持株比率 ダイキアクシス 100% 

(9)  決算期 12月 31日 

(10) 直前事業年度(2018 年 12月 31日)の財政状態および経営成績 

純資産 △405百万円  

総資産 1,477 百万円  

１株当たり純資産 △405,308.36 円  

売上高 1,588 百万円  

営業利益 69百万円  

経常利益 66百万円  

当期純利益 53百万円  

１株当たり当期純利益 53,497.79 円  
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 消滅会社 

(1)  商号 DHアクア株式会社 

(2)  本社所在地 愛媛県松山市美沢1-9-1 

(3)  代表者 代表取締役社長 中山 繁樹 

(4)  事業内容 上下水道事業 

(5)  資本金 5百万円 

(6)  設立年月日 2018 年 11月 1日 

(7)  発行済株式数 100株 

(8)  大株主および持株比率 ダイキアクシス 100% 

(9)  決算期 12月 31日 

(10) 直前事業年度(2018 年 12月 31日)の財政状態および経営成績 

純資産 6百万円  

総資産 835百万円  

１株当たり純資産 8,354,467.29 円  

売上高 7百万円  

営業利益 6百万円  

経常利益 7百万円  

当期純利益 △1百万円  

１株当たり当期純利益 11,801.61 円  

 

４．合併後の状況 

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職、氏名、事業内容、資本金および決算期に変更は

ありません。 

 

５．今後の見通し 

本合併は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、当社の連結業績に与える影響はあり

ません。 

 

以  上 


