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当社連結子会社における吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ
当社の連結子会社である昭光通商株式会社は、平成 29 年 12 月 14 日開催の同社取締役会において、
同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を吸収合併することを決議いたしまし
た。本日、同社は別紙のとおり開示いたしましたのでお知らせいたします。
以上

(別紙)

平成 29 年 12 月 14 日
各 位
上場会社名

昭光通商株式会社

代表者

代表取締役社長 稲泉 淳一

問合せ先責任者 企画部長

森田 聡

TEL (03) 3459 – 5045
（コード番号 8090 東証第 1 部）
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
当社は、平成 29 年 12 月 14 日開催の取締役会において、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」
）を吸収合併する決議を行いましたので、下記の通りお知らせ致し
ます。
なお、本合併は、当社 100％出資の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おります。
記
１．合併の目的
当社は平成 29 年 12 月 14 日開催の取締役会において、化学品事業の強化（一体化による販売ルー
トの相互活用、仕入れシナジー効果等）
、オフィスロケーションの統合による諸経費節減、内部統制
強化等を目的としてビー社を吸収合併する決議をしております。
２．合併の要旨
（１）日程
完全子会社吸収合併決議取締役会 平成 29 年 12 月 14 日（当社及びビー社）
合併承認取締役会

平成 30 年 5 月（予定）（当社及びビー社）

合併契約締結

平成 30 年 5 月（予定）（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、また、ビー社におい
ては、会社法第 784 条第１項に定める略式合併の規定により、それぞれ株主総会の承認を得るこ
となく本合併を行います。
（２）合併方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、ビー社は効力発生日をもって解散いたします。なお、ビ
ー社は現在債務超過でありますが、本合併に先立ち当社がビー社に対して保有する債権の一部を放
棄し、債務超過状態を解消させた後に合併する予定です。
（３）合併に係る割当の内容
本合併は当社による完全子会社との合併であるため、本合併による新株の発行、資本金の増加及
び合併交付金の支払いはありません。
（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
該当事項はありません。

３．合併当事会社の概要（平成 29 年 12 月 14 日現在）
存続会社

消滅会社

(1) 名称

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

東京都港区芝公園一丁目 2 番 9 号

(3) 代表者の役職・氏名

取締役社長 稲泉 淳一

取締役社長 増田 次男

(4) 事業内容

化学品、肥料、農業資材、合成樹脂、

化学品、食品添加物、金属材料の販売

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

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
昭光通商従業員持株会

42.50％

昭光通商株式会社 100％

1.18%

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

0.99%

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
0.90%
株式会社みずほ銀行

0.84%

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

0.77%

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口 1）

0.75%

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口 5）

0.68%

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口 2）

0.67%

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口 6）

0.66%

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績
平成 28 年 12 月期（連結）

平成 28 年 12 月期（単体）

純資産

4,959 百万円

▲811 百万円

総資産

58,744 百万円

2,501 百万円

43.29 円銭

▲1,622,470 円銭

122,240 百万円

2,461 百万円

営業利益

2,063 百万円

128 百万円

経常利益

2,120 百万円

60 百万円

親会社株主に帰属する当期

2,194 百万円

54 百万円

20.06 円銭

109,793.84 円

1 株当たり純資産
売上高

純利益／当期純利益
1 株当たり当期純利益

４．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、資本金及び決算期に変更はあ
りません。
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に与える影響は軽微であり
ます。
以上

