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2022 年８月 25 日  

各  位 

会 社 名 株式会社イワキ 

代表者名 代表取締役社長 藤中 茂 

 （コード番号：6237 東証プライム市場） 

問合せ先 執行役員経営管理本部長 井上 誠 

 （TEL 代表 03-3254-2931） 

  

持分法適用関連会社の異動（連結子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年８月 25 日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である易威奇有限公司（以下

「IPH 社」といいます。）及び、易威奇泵业国际贸易（上海）有限公司（以下「IPS 社」といいます。）に

ついて、IPH 社の株式（60％）及び IPS 社の持分（50％）を、ON GEAR TRADING CO., LTD. （以下「OGT

社」といいます。）より取得し、連結子会社化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、IPH 社の資本金が当社の資本金の 100 分の 10 以上となるため、IPH 社は特定子会社に該当いた

します。 

  

１. 株式取得の理由  

IPH社は、ケミカルポンプの中国及び香港市場開拓のため、1992年７月にOGT社及び当社が出資し、

ケミカルポンプの販売会社として設立されました。IPS 社は、ケミカルポンプの中国上海地域を中心

とする華東地域における市場開拓のため、2001 年３月に IPH 社及び当社が出資し、ケミカルポンプ

の販売会社として設立されました。 

なお、2019 年 12 月に、IPH 社が保有する IPS 社株式（発行済株式総数の 60％）の内、50％を OGT

社に、10％を IPS 社取締役である張立敏氏に譲渡し、現在に至っております。 

今般、OGT 社より、同社の保有する IPH 社及び IPS 社の株式持分を譲渡したいとの申し入れを受け、

持分譲受に関して同社と協議を行って参りました。 

当社は、IPH 社及び IPS 社を連結子会社とすることで、高い経済成長を経て、社会インフラの質の

向上、環境改善に対するニーズが強まりつつある中国市場において、一層の事業拡大を図ることがで

きると判断し、持分譲渡契約を締結することについて同社と基本合意いたしました。 

また、IPH 社の株式取得により、同社の 100％子会社である、広州保税区易威奇工贸有限公司（以下

「IPG 社」といいます。）及び易威奇化工泵（広東）有限公司並びに、IPG 社の 100％子会社である易

威奇泵业贸易（深圳）有限公司が当社グループ連結決算に組み込まれます。 
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２. 異動する子会社の概要 

① IPH 社 

（１） 名 称  易威奇有限公司 

（２） 所在地  Rooms 503-5, 5/F, CCT Telecom Building, 11 Wo Shing Street, Fotan, 

Shatin, Hong Kong 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 陳定邦 

（４） 事業内容  ケミカルポンプの販売、輸入・輸出 

（５） 資本金  12,800,000 香港ドル（222,848 千円）  

（６） 設立年月日  1992 年７月  

（７） 大株主及び持分比率  OGT 社 60％、当社 40％  

（８）上場会社と当該会社 

との関係  

資本関係  当該会社は、当社が 40％を出資する持分法適用関連会 

社であります。  

人的関係  記載すべき事項はありません。 

取引関係  通常発生する営業取引以外には該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態          単位：香港ドル 

決算期  2020 年３月期  2021 年３月期  2021 年 12 月期 

（変則９ヶ月） 

純 資 産  68,198,302 

（1,187,332 千円） 

91,629,781  

（1,595,274 千円）  

102,291,461 

（1,780,894 千円） 

総 資 産  97,899,044 

（1,704,422 千円） 

128,505,980 

（2,237,289 千円） 

150,802,579 

（2,625,472 千円） 

１株当たり純資産  5.3279 

（92.75 円） 

7.1585 

（124.62 円） 

7.9915 

（139.13） 

売 上 高  123,749,266 

（2,154,474 千円） 

166,746,307 

（2,903,053 千円） 

146,411,945 

（2,549,031 千円） 

営業利益  16,196,457 

（281,980 千円） 

28,984,967 

（504,628 千円） 

35,126,971 

（611,560 千円） 

経常利益  16,664,464 

（290,128 千円） 

34,708,666 

（604,277 千円） 

35,126,971 

（611,560 千円） 

当期純利益  13,233,708 

（230,398 千円） 

26,717,015 

（465,143 千円） 

29,367,028 

（511,279 千円） 
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１株当たり当期純利益  1.0338 

（17.99 円） 

2.0872 

（36.33 円） 

2.2942 

（39.94） 

１株当たり配当金  0.625 

（10.88 円） 

1.5625 

（27.20 円） 

2.3437 

（40.80） 

（注１） 2020 年３月期及び 2021 年３月期数値は監査済みグループ連結となります。2021 年 12 月期 

数値は概算のグループ連結となります。 

（注２） 当該会社は 2021 年に決算期変更を実施しており、2021 年 12 月期数値は、変則９ヶ月の実 

績となります。 

（注３） 括弧内に円貨換算した値を記載しております。  

  

② IPS 社 

（１） 名 称  易威奇泵业国际贸易（上海）有限公司 

（２） 所在地  中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室 

（３） 代表者の役職・氏名 董事長 陳定邦 

（４） 事業内容  ケミカルポンプの販売  

（５） 資本金  600,000 米ドル（82,008 千円）  

（６） 設立年月日  2001 年３月  

（７） 大株主及び持分比率  OGT 社 50％、張立敏 10％、当社 40％  

（８）上場会社と当該会社 

との関係  

資本関係  当該会社は、当社が 40％を出資する持分法適用関連会 

社であります。  

人的関係  当社従業員１名が当該会社の取締役となっております。 

取引関係  通常発生する営業取引以外には該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態           単位：人民元 

決算期  2019 年 12 月期  2020 年 12 月期  2021 年 12 月期 

純 資 産  20,164,077 

（410,943 千円） 

22,313,565 

（454,750 千円） 

36,908,255 

（752,190 千円） 

総 資 産  37,045,116 

（754,979 千円） 

43,527,131 

（887,082 千円） 

81,049,760 

（1,651,794 千円） 

１株当たり純資産 - - - 

売 上 高  72,777,467 

（1,483,204 千円） 

80,591,889 

（1,642,462 千円） 

116,701,059 

（2,378,367 千円） 
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営業利益  17,204,885 

（350,635 千円） 

22,261,503 

（453,689 千円） 

36,415,509 

（742,148 千円） 

経常利益  17,011,559 

（346,695 千円） 

23,218,415 

（473,191 千円） 

40,345,895 

（822,249 千円） 

当期純利益  12,725,848 

（259,352 千円） 

17,354,745 

（353,689 千円） 

27,192,565 

（554,184 千円） 

１株当たり当期純利益  - - - 

１株当たり配当金  - - - 

（注１） 当該会社は資本金を米ドルで登記登録を行っております。 

（注２） 当該会社は株式を発行しておりませんので、１株当たり純資産、１株当たり当期純利益、 

１株当たり配当金は記載しておりません。 

（注３） 括弧内に円換算した値を記載しております。 

 

３. 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況  

① IPH 社 

（１） 異動前の所有株式数 5,120,000 株  

（議決権の数：5,120,000 個）  

（議決権所有割合：40％）  

（２） 取得株式数  7,680,000 株  

（議決権の数：7,680,000 個）  

（３） 取得価額  IPH 社の普通株式（予定額）101,800 千香港ドル（約 1,772 百万円） 

アドバイザリー費用等（概算）約 100 百万円 

（※IPS 社持分譲受分を含む） 

合計（概算）約 1,872 百万円 

（４） 異動後の所有株式数 12,800,000 株  

（議決権の数：12,800,000 個）（議決権所有割合：100％） 

  

② IPS 社 

（１） 異動前の所有持分  24 万米ドル  

（議決権の数：-個）  

（議決権所有割合：40％）  
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（２） 取得持分 30 万米ドル  

（議決権の数：-個） 

（取得割合：50％） 

（３） 取得価額  IPS 社の持分（予定額）31,500 千人民元（約 642 百万円） 

（４） 異動後の所有持分  54 万米ドル  

（議決権の数：-個） 

（議決権所有割合：90％） 

 

４. 日程  

（１）取締役会決議日  2022 年８月 25 日  

（２）持分譲渡契約締結予定日  2022 年９月 ２日※  

（３）持分取得完了予定日  2022 年９月 30 日※  

※新型コロナウイルス感染拡大の影響や中国当局の承認手続き対応等で、（２）及び（３）の日程が 

変更となる場合があります。  

  

５. 今後の見通し 

本件株式取得による当社の連結業績への影響は、現在精査中であり、確定次第速やかに開示い 

たします。  

  

※本資料における為替レートは、１香港ドル＝17.41 円、１人民元＝20.38 円、１米ドル＝136.68 円 

（2022 年６月 30 日時点）を前提としております。  

 

以 上 

 


