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平成 26 年 1 月 29 日 

各位 

会社名  三協立山株式会社 

代表者名 代表取締役社長 山下 清胤 

（コード番号 5932 東証第一部） 

問合せ先 経営企画部長  松田 秀樹 

（TEL 0766-20-2502） 

 

 

 

（訂正）「連結子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ」の一部訂正について 
 

平成 26 年 1 月 28 日に公表しました「連結子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ」につ

いて、一部記載に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

１．訂正の内容  

Ｐ２ ３.合併当事会社の概要 

     吸収合併存続会社 三協立山株式会社 

      (6)設立年月日 
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【訂正前】 

３.合併当事会社の概要（平成 25 年 5 月 31 日現在） 

(1)商号 三協立山株式会社 

（存続会社） 

三協工機株式会社 

（消滅会社） 

(2)本店所在地 富山県高岡市早川 70 番地 富山県高岡市戸出春日 802 番地 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

山下 清胤 

代表取締役社長 

酒井 和義 

(4)事業内容 １，ビル用建材・住宅用建材・エクステリア

建材の開発・製造・販売、 

アルミニウムおよびその他金属の圧延加工

品の製造・販売 

２，アルミニウムおよびマグネシウムの鋳

造・押出・加工ならびにその販売 

３，店舗用汎用陳列什器の販売、規格看

板・その他看板の製造・販売、店舗および

関連設備のメンテナンス 

金型工作機械ならびに工具の製造および

販売 

(5)資本金 15,000 百万円 50 百万円 

(6)設立年月日 平成 35 年 6 月 20 日 昭和 48 年 6 月 15 日 

(7)発行済株式数 31,554,629 株 100,000 株 

(8)決算期 5 月 31 日 5 月 31 日 

(9)大株主および持株比率 住友化学㈱ 

日本トラスティ・サービス

信託銀行㈱（信託口） 

日本マスタートラスト信託

銀行㈱（信託口） 

三協立山社員持株会 

7.08%

6.72%

4.03%

3.70%

三協立山㈱ 100%

(10)直前事業年度の業績 （単位：百万円） 

 三協立山株式会社 

（連結） 

三協工機株式会社 

（単体） 

決算期 平成 25 年 5 月期 平成 25 年 5 月期 

純資産 68,205 721

総資産 216,545 1,264

1 株当たり 

純資産(円) 
2,145.11 7,213.67

売上高 271,757 1,223

営業利益 12,073 40

経常利益 11,009 36

当期純利益 11,635 21

1 株当たり当期 

純利益(円) 
370.03 217.31
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【訂正後】 

３.合併当事会社の概要（平成 25 年 5 月 31 日現在） 

(1)商号 三協立山株式会社 

（存続会社） 

三協工機株式会社 

（消滅会社） 

(2)本店所在地 富山県高岡市早川 70 番地 富山県高岡市戸出春日 802 番地 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

山下 清胤 

代表取締役社長 

酒井 和義 

(4)事業内容 １，ビル用建材・住宅用建材・エクステリア

建材の開発・製造・販売、 

アルミニウムおよびその他金属の圧延加工

品の製造・販売 

２，アルミニウムおよびマグネシウムの鋳

造・押出・加工ならびにその販売 

３，店舗用汎用陳列什器の販売、規格看

板・その他看板の製造・販売、店舗および

関連設備のメンテナンス 

金型工作機械ならびに工具の製造および

販売 

(5)資本金 15,000 百万円 50 百万円 

(6)設立年月日 昭和 35 年 6 月 20 日 昭和 48 年 6 月 15 日 

(7)発行済株式数 31,554,629 株 100,000 株 

(8)決算期 5 月 31 日 5 月 31 日 

(9)大株主および持株比率 住友化学㈱ 

日本トラスティ・サービス

信託銀行㈱（信託口） 

日本マスタートラスト信託

銀行㈱（信託口） 

三協立山社員持株会 

7.08%

6.72%

4.03%

3.70%

三協立山㈱ 100%

(10)直前事業年度の業績 （単位：百万円） 

 三協立山株式会社 

（連結） 

三協工機株式会社 

（単体） 

決算期 平成 25 年 5 月期 平成 25 年 5 月期 

純資産 68,205 721

総資産 216,545 1,264

1 株当たり 

純資産(円) 
2,145.11 7,213.67

売上高 271,757 1,223

営業利益 12,073 40

経常利益 11,009 36

当期純利益 11,635 21

1 株当たり当期 

純利益(円) 
370.03 217.31

以上 


