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紙容器関連事業の会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 本日開催の取締役会において、当社の紙容器関連事業（以下、本事業）を当社の 100％子会社である紙容器

事業分割準備株式会社に承継させる会社分割（以下、本吸収分割）を行うことを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、本吸収分割は、当社の 100％子会社に当社の本事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・

内容を一部省略して開示しています。 

1. 本吸収分割の背景及び目的

2019 年 12 月 23 日付「紙容器関連事業の新会社設立（分社化）による王子ホールディングス株式会社と

の合弁基本合意書の締結について」でお知らせいたしましたとおり、王子ホールディングス株式会社と本事

業の合弁に関して両社間で詳細を協議しております。合弁事業の事業開始は 2020 年９月 21 日を予定して

おりますが、その一環として、本事業を本吸収分割の方法により分社いたします。なお、合弁事業に関する

詳細及び事業開始後の吸収分割承継会社の状況については、決定次第改めてお知らせいたします。 

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会 2020 年２月 28 日 

分割準備会社の設立 2020 年３月 23 日 

吸収分割契約承認取締役会 2020 年６月 30 日 

吸収分割契約締結 2020 年６月 30 日 

吸収分割の効力発生日 2020 年９月 21 日（予定） 

（注）本吸収分割は、会社法第 784 条第２項の規定に基づく簡易吸収分割に該当するため、吸収分割の承認に

関する株主総会は開催いたしません。 

(2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社とし、当社の 100％子会社である紙容器事業分割準備株式会社を吸収分割承継会社

とする吸収分割です。 
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(3)  本吸収分割に係る割当ての内容 

吸収分割承継会社である紙容器事業分割準備株式会社は普通株式 9,000 株を発行し、これを全て吸収分

割会社である当社に割当て交付いたします。 

 

(4)  本吸収分割に係る新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い 

該当事項はありません。 

 

(5)  本吸収分割により増減する資本金 

吸収分割会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 

本事業に係る資産、負債及び契約その他の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継し

ます。また、承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。 

 

(7)  債務履行の見込み 

両社の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれており、本吸収分割の効力発生日以降における両社

の収益見込みについても、債務の履行に支障を及ぼすような事態は想定していないことから、債務履行の

見込みがあると判断しております。 

 

3. 本吸収分割の当事会社の概要 

 
吸収分割会社 

（2020 年３月 20 日現在） 

吸収分割承継会社 

（2020 年３月 23 日現在） 

(1) 名称 石塚硝子株式会社 紙容器事業分割準備株式会社 

(2) 所在地 愛知県岩倉市川井町 1880 番地 兵庫県神崎郡福崎町西治 498 番地 

(3) 代 表 者 の 

役職・氏名 

代表取締役 社長執行役員 

石塚 久継 

代表取締役 

石塚 久継 

(4) 事業内容 
ガラスびん・ガラス食器・紙容器・プラス

チック容器・セラミックス製品の製造販売 
分割前は事業を行っておりません。 

(5) 資本金 6,344 百万円 10 百万円 

(6) 設立年月日 1941 年 4 月 16 日 2020 年 3 月 23 日 

(7) 発行済株式数 4,219,554 株 1,000 株 

(8) 決算期 ３月 20 日 ３月 20 日 

(9) 大株主及び 

持 株 比 率 

INTERACTIVE BROKERS LLC（常任

代理人 インタラクティブ・ブロ

ーカーズ証券株式会社） 

6.22％ 

（会社設立時） 

石塚硝子株式会社 

 

 

 

100％

明治安田生命保険相互会社 5.24％ 

株式会社みずほ銀行 4.14％ 
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日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
3.92％ 

（合弁事業開始後） 

石塚硝子株式会社 

王子ホールディングス株式

会社（予定） 

60％

40％第一生命保険株式会社 3.58％ 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 3.14％ 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
2.65％ 

愛知時計電機株式会社 2.29％ 

石塚芳三 2.12％ 

株式会社三井住友銀行 2.07％ 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 

純資産 27,939 百万円（連結） 10 百万円 

総資産 82,815 百万円（連結） 10 百万円 

一株当たり純資産 5,946.55 円（連結） 10,000 円 

売上高 73,745 百万円（連結） － 

営業利益 2,497 百万円（連結） － 

経常利益 2,165 百万円（連結） － 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
1,180 百万円（連結） 

－ 

一 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
281.89 円（連結） 

－ 

（注）吸収分割承継会社におきましては最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照

表項目のみ記載しております。 

 

4. 本吸収分割する事業部門の概要 

(1)  分割する部門の事業内容 

紙容器関連事業（紙容器の製造・販売及び紙容器に係る充填機械の販売・メンテナンス） 

 

(2)  分割する事業部門の経営成績（2020 年３月期） 

売上高：7,556 百万円 

 

(3)  分割する資産、負債の項目及び金額（2020 年３月 20 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 1,558 百万円 流動負債 ３百万円 

固定資産 773 百万円 固定負債 －百万円 

合計 2,332 百万円 合計 ３百万円 
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5. 本吸収分割後の状況（2020 年９月 21 日 予定） 

 吸収分割会社 吸収分割承継会社 

(1) 名称 石塚硝子株式会社 未定 

(2) 所在地 愛知県岩倉市川井町 1880 番地 兵庫県神崎郡福崎町西治 498 番地 

(3) 代 表 者 の 

役職・氏名 

代表取締役 社長執行役員 

石塚 久継 
未定 

(4) 事業内容 
ガラスびん・ガラス食器・紙容器・プラス

チック容器・セラミックス製品の製造販売 

紙容器の製造・販売及び紙容器に係る

充填機械の販売・メンテナンス 

(5) 資本金 6,344 百万円 100 百万円 

(6) 決算期 ３月 20 日 ３月 20 日 

 

6. 今後の見通し 

本吸収分割による当社の 2021 年３月期通期連結業績に与える影響はありません。 

 

以 上 
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