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各 位 
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コード番号 3880 東証第一部 

問合せ先  常務取締役 阿達 敏洋 
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当社関連会社からの株式取得に伴う子会社の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 24 年 2 月 3 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社持分法適用関連会社の

株式を取得し、関連する子会社の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１． 株式の取得の理由 

当社では、平成 24年 1月 14 日付、及び同月 27 日付各プレスリリースにてお知らせしましたと

おり、平成 24 年 3 月期第 3 四半期においては、平成 24 年 3 月期第 2 四半期までの連結子会社 37

社のうち、23社を持分法適用関連会社に、1社を持分法適用関連会社の子会社に、5社が連結から

外れることを決議しております。 

他方で、当社は、平成 23年 12月 29日に東京証券取引所に提出しました改善報告書にも記載し

ておりますとおり、当社元会長、元顧問及びその親族、並びにファミリー企業（以下「創業家一族」

といいます。）との間で、従前は当社の連結子会社であった会社の株式について買取りを含む資本

関係の整理に向けた交渉を進めてまいりました。今般、創業家一族との交渉の状況を踏まえ、また、

平成 24 年 3 月期末を控え、可及的に速やかに当社グループのコーポレート・ガバナンスを改善す

るため、持分法適用関連会社 4 社（注 1）の株式及び連結から外れた会社 2 社（注 2）の株式を、

持分法適用関連会社 7 社（注 3）及び持分法適用関連会社の子会社 1 社（注 4）からそれぞれ譲り

受けた結果、平成 24 年 3 月期第 4 四半期においては、連結子会社 19 社、持分法適用関連会社 17

社、及び連結から外れる会社 1社となります。 

なお、当社としましては、創業家一族に対し、引き続き、従前当社の連結子会社であった会社の

株式の当社への譲渡を要請していく所存です。 

（注1） いわき大王製紙、関西大王製紙パッケージ、東海大王製紙パッケージ、ダイオーペー  

パーテック 

（注2） 中部大王製紙パッケージ、九州大王製紙パッケージ 

（注3） 大成製紙、大宮製紙、ダイオーペーパーコンバーティング、エリエールペーパーテック、

エリエールテクセル、ダイオーメンテナンス、関西大王製紙パッケージ 

（注4） ハリマペーパーテック 
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２． 連結子会社へ異動する会社及び持分法適用関連会社へ異動する会社の概要 

11 社が連結子会社へ異動し、2社が持分法適用関連会社へ異動します。各社の概要は別紙 1のと

おりです。 

なお、大津板紙、大日製紙、エリエール印刷、中国紙販売、ハリマペーパーテックにつきまして

は、今回各会社の株式を直接的に取得するものではありませんが、当該会社の株式を保有している

他の持分法適用関連会社が当社の子会社となることに伴い、これらの会社も当社子会社となるもの

です。また、ダイオーエンジニアリング、大王紙運輸につきましても、今回各会社の株式を直接的

に取得するものではありませんが、当該会社の株式を保有している他の持分法適用関連会社が当社

の子会社となることに伴い、これらの会社は持分法適用関連会社となるものです。 

 

 ＜持分法適用関連会社から連結子会社へ異動する会社(8社)＞ 

(1) いわき大王製紙株式会社 

(2) 大津板紙株式会社 

(3) 大日製紙株式会社 

(4) 関西大王製紙パッケージ株式会社 

(5) 東海大王製紙パッケージ株式会社 

(6) ダイオーペーパーテック株式会社 

(7) エリエール印刷株式会社 

(8) 中国紙販売株式会社 

 

＜連結外の会社から連結子会社へ異動する会社(2 社)＞ 

(9)中部大王製紙パッケージ株式会社 

(10)九州大王製紙パッケージ株式会社 

 

＜持分法適用関連会社の子会社から連結子会社へ異動する会社(1社)＞ 

(11)ハリマペーパーテック株式会社 

 

＜連結外の会社から持分法適用関連会社へ異動する会社(2社)＞ 

(1) ダイオーエンジニアリング株式会社 

(2) 大王紙運輸株式会社 

 

【参考】（異動する会社の社名には下線を付しております。） 

＜異動後の連結子会社(19社)＞ 

(1) 大王製紙パッケージ株式会社 

(2) 末広印刷株式会社 

(3) コンピュータ印刷株式会社 

(4) 株式会社美幸堂 

(5) 東京紙パルプ交易株式会社 
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(6) 東京紙パルプインターナショナル株式会社 

(7) エリエールハワイ INC 

(8) フォレスタル・アンチレ LTDA 

(9) いわき大王製紙株式会社 

(10)大津板紙株式会社 

(11)大日製紙株式会社 

(12)関西大王製紙パッケージ株式会社 

(13)東海大王製紙パッケージ株式会社 

(14)ダイオーペーパーテック株式会社 

(15)エリエール印刷株式会社 

(16)中国紙販売株式会社 

(17)中部大王製紙パッケージ株式会社 

(18)九州大王製紙パッケージ株式会社 

(19)ハリマペーパーテック株式会社 

 

＜異動後の持分法適用関連会社(17社)＞ 

(1) 大成製紙株式会社 

(2) 丸菱ペーパーテック株式会社 

(3) 大宮製紙株式会社 

(4) ダイオーペーパーコンバーティング株式会社 

(5) エリエールペーパーテック株式会社 

(6) 赤平製紙株式会社 

(7) 近江大王製紙パッケージ株式会社 

(8) 大王製紙デザインパッケージ株式会社 

(9) 中国大王製紙パッケージ株式会社 

(10)阪神大王製紙パッケージ株式会社 

(11)エリエールテクセル株式会社 

(12)大阪紙販売株式会社 

(13)大建紙販売株式会社 

(14)四国紙販売株式会社 

(15)ダイオーメンテナンス株式会社 

(16)ダイオーエンジニアリング株式会社 

(17)大王紙運輸株式会社 

 

＜引き続き連結から外れる会社(1社)＞ 

(1)富士ペーパーサプライ株式会社 

  

３． 株式取得の相手先の概要 

株式取得の相手先の概要は別紙 2のとおりです。 
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４． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況は別紙 3 のとおりです。 

 

５．日 程 

(1) 取 締 役 会 決 議 平成 24年 2 月 3日 

(2) 株 券 引 渡 期 日 平成 24年 2 月 3日 

 

６．今後の見通し 

今回の持分法適用関連会社からの株式取得に伴う子会社の異動は、平成 24 年 3 月期第 3 四半期

の連結決算に影響を及ぼすものではありません。 

平成 24 年 3 月期第 4 四半期以降の当社連結決算においては、上記２．に掲げる 8 社が持分法適

用関連会社から連結子会社に、2社が連結外の会社から連結子会社に、及び 1社が持分法適用関連

会社の子会社から連結子会社へ異動しますので、連結業績における売上高をはじめ、営業利益、経

常利益、当期純利益等の段階損益への影響が想定されます。 

上記、子会社の異動による平成 24 年 3 月期の当社連結業績への影響等につきましては現在算定

中であり、今後判明次第、必要に応じて速やかに公表いたします。 

 

以 上 
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連結子会社へ異動する会社の概要

＜持分法適用関連会社から連結子会社へ異動する会社(8社)＞

(1)いわき大王製紙株式会社

① 所在地 福島県いわき市南台4-3-6

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 藤田 浩幸

③ 事業内容 新聞用紙、段ﾎﾞｰﾙ原紙の製造

④ 資本金 25億円

⑤ 設立年月日 昭和21年10月22日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 7,001百万円 7,618百万円 7,776百万円

総資産 39,204百万円 37,221百万円 33,946百万円

売上高 25,109百万円 22,314百万円 20,833百万円

営業利益 1,246百万円 1,546百万円 603百万円

経常利益 971百万円 1,213百万円 420百万円

当期純利益 146百万円 616百万円 158百万円

(2)大津板紙株式会社

① 所在地 滋賀県大津市馬場1-15-15

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮崎 君武

③ 事業内容 段ボール原紙の製造・販売

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和30年4月25日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 7,873百万円 8,910百万円 9,420百万円

総資産 12,732百万円 13,907百万円 13,570百万円

売上高 12,024百万円 11,126百万円 11,175百万円

営業利益 858百万円 1,755百万円 829百万円

経常利益 906百万円 1,796百万円 895百万円

当期純利益 261百万円 1,037百万円 509百万円

大王製紙 47.0%、井川高雄 24.0%

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関
係はありません。

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関
係はありません。

大王製紙 17.2%、宮崎君武 16.9%、東海大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 16.7%

当社は当該会社の株式17.2%を所有しており、
間接所有を含めて65.2％を所有しております。

当社は当該会社の株式47.0%を所有しており、
間接所有を含めて51.0％を所有しております。

当社から5名の取締役が就任しています。

当該会社から新聞用紙及び段ﾎﾞｰﾙ原紙を購入し
ています。
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(3)大日製紙株式会社

① 所在地 静岡県富士市新橋町9-1

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 吉田 省三

③ 事業内容 特殊紙、洋紙の製造・販売

④ 資本金 7000万円

⑤ 設立年月日 昭和40年5月26日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 68百万円 93百万円 112百万円

総資産 6,939百万円 6,354百万円 5,522百万円

売上高 6,045百万円 4,243百万円 4,649百万円

営業利益 142百万円 286百万円 64百万円

経常利益 42百万円 229百万円 28百万円

当期純利益 38百万円 25百万円 19百万円

(4)関西大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社

① 所在地 兵庫県神崎郡福崎町高橋290-27

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 矢野 浩二

③ 事業内容 段ﾎﾞｰﾙｼｰﾄ、ｹｰｽの製造・販売

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和51年9月18日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 411百万円 549百万円 709百万円

総資産 6,314百万円 6,125百万円 5,923百万円

売上高 4,648百万円 4,403百万円 4,583百万円

営業利益 269百万円 329百万円 365百万円

経常利益 161百万円 231百万円 287百万円

当期純利益 71百万円 138百万円 160百万円

当社から4名の取締役が就任しています。

当該会社へ段ﾎﾞｰﾙ原紙を販売しています。

当社は当該会社の株式35.7%を所有しており、
間接所有を含めて57.1％を所有しております。

当社から4名の取締役が就任しています。

当該会社から特殊紙、洋紙を購入しています。

大王製紙 35.7%、ﾊﾘﾏﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ 21.4%、
ｴﾘｴｰﾙ総業 21.4%、井川高博 21.4%

井川高博 36.9%、大王製紙 36.7%

当社は当該会社の株式36.7%を所有しており、
間接所有を含めて63.1％を所有しております。
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(5)東海大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社

① 所在地 愛知県豊橋市明海町4-66

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 安藤 周二

③ 事業内容 段ﾎﾞｰﾙｼｰﾄ、ｹｰｽの製造・販売

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和14年11月30日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 734百万円 838百万円 940百万円

総資産 5,101百万円 5,166百万円 5,069百万円

売上高 4,944百万円 4,882百万円 5,008百万円

営業利益 128百万円 298百万円 263百万円

経常利益 55百万円 233百万円 202百万円

当期純利益 14百万円 103百万円 102百万円

(6)ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ株式会社

① 所在地 愛媛県四国中央市三島紙屋町5-1

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 井川 隼次

③ 事業内容 紙・板紙製品及び包装資材の製造・加工並びに販売等

④ 資本金 1億5000万円

⑤ 設立年月日 昭和56年11月26日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 2,925百万円 3,004百万円 3,140百万円

総資産 5,271百万円 5,343百万円 5,071百万円

売上高 1,786百万円 1,632百万円 1,817百万円

営業利益 63百万円 86百万円 103百万円

経常利益 190百万円 208百万円 225百万円

当期純利益 -25百万円 78百万円 136百万円

大王製紙 28.0%、ｴﾘｴｰﾙ商工 20.0%、大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 14.0%

当社から2名の取締役が就任しています。

当該会社から紙製品を購入しています。

大王製紙 53.3%

当社は当該会社の株式53.3%を所有しており、
間接所有を含めて69.7％を所有しております。

当社は当該会社の株式28.0%を所有しており、
間接所有を含めて56.0％を所有しております。

当社から4名の取締役が就任しています。

当該会社へ段ﾎﾞｰﾙ原紙を販売しています。
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(7)ｴﾘｴｰﾙ印刷株式会社

① 所在地 愛媛県四国中央市川之江町4087-11

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 設楽 裕之

③ 事業内容 ﾊﾟｯｹｰｼﾞの印刷・加工他

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和63年4月2日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 220百万円 277百万円 309百万円

総資産 399百万円 531百万円 527百万円

売上高 605百万円 557百万円 538百万円

営業利益 70百万円 73百万円 50百万円

経常利益 70百万円 78百万円 55百万円

当期純利益 60百万円 57百万円 32百万円

(8)中国紙販売株式会社

① 所在地 広島県広島市佐伯区石内上1-7-1

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 宇野 哲哉

③ 事業内容 紙・板紙及びその紙加工品の販売等

④ 資本金 5000万円

⑤ 設立年月日 平成12年3月15日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 171百万円 188百万円 201百万円

総資産 806百万円 759百万円 848百万円

売上高 3,835百万円 3,581百万円 3,338百万円

営業利益 39百万円 30百万円 23百万円

経常利益 38百万円 29百万円 22百万円

当期純利益 21百万円 17百万円 13百万円

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社へ紙･板紙を販売しています。

ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ 40.0%、ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰｺﾝﾊﾞｰﾃｨﾝｸﾞ 20.0%、井川高雄 20.0%

当社は当該会社の株式16.0%を所有しており、
間接所有を含めて56.0％を所有しております。

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社へ段ﾎﾞｰﾙ原紙への印刷･加工を発注して
います。

大王製紙 30.0%、井川高雄 20.0%

当社は当該会社の株式30.0%を所有しており、
間接所有を含めて40％を所有していることに
加えて実質支配が認められています。
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＜連結外の会社から連結子会社へ異動する会社(2社)＞

(9)中部大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社

① 所在地 静岡県藤枝市善左衛門字上広通86-1

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 阿部 広栄

③ 事業内容 段ﾎﾞｰﾙｼｰﾄ、ｹｰｽの製造・販売

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和57年9月4日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 212百万円 429百万円 548百万円

総資産 7,165百万円 6,944百万円 6,852百万円

売上高 6,128百万円 6,142百万円 6,507百万円

営業利益 165百万円 374百万円 281百万円

経常利益 79百万円 287百万円 213百万円

当期純利益 69百万円 217百万円 118百万円

(10)九州大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社

① 所在地 熊本県宇土市岩古曽町2005

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 石丸 進

③ 事業内容 段ﾎﾞｰﾙｼｰﾄ、ｹｰｽの製造・販売

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 平成5年8月13日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 683百万円 823百万円 1,006百万円

総資産 4,668百万円 4,382百万円 4,580百万円

売上高 6,057百万円 5,894百万円 6,225百万円

営業利益 159百万円 253百万円 365百万円

経常利益 129百万円 217百万円 338百万円

当期純利益 61百万円 140百万円 182百万円

当社から2名の取締役が就任しています。

当該会社へ段ﾎﾞｰﾙ原紙を販売しています。

当社は当該会社の株式31.6%を所有しており、
間接所有を含めて52.5％を所有しております。

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社へ段ﾎﾞｰﾙ原紙を販売しています。

大王製紙31.6%、ｴﾘｴｰﾙ産業 19.4%

大王製紙48.6%、ｴﾘｴｰﾙ産業 21.4%、ｴﾘｴｰﾙ商工 21.4%

当社は当該会社の株式48.6%を所有しており、
間接所有を含めて57.2％を所有しております。
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＜持分法適用関連会社の子会社から連結子会社へ異動する会社(1社)＞

(11)ﾊﾘﾏﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ株式会社

① 所在地 兵庫県加古川市別府町西脇2-34

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 伊藤 弘之

③ 事業内容 ｶﾗｰﾗｲﾅｰ、特殊機能ﾗｲﾅｰ等の製造

④ 資本金 6000万円

⑤ 設立年月日 　

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 169百万円 239百万円 291百万円

総資産 1,723百万円 1,852百万円 1,632百万円

売上高 1,626百万円 1,496百万円 1,516百万円

営業利益 100百万円 131百万円 122百万円

経常利益 63百万円 100百万円 100百万円

当期純利益 18百万円 70百万円 52百万円

当社と当該会社との間には記載すべき資本関係
はありません。当社連結子会社 ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ
が当該会社の株式を100％所有しています。

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社から段ﾎﾞｰﾙ原紙を購入、当該会社へﾊﾟﾙ
ﾌﾟを販売しています。

ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ 100.0%
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＜連結外の会社から持分法適用関連会社へ異動する会社(2社)＞

(1)ﾀﾞｲｵｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社

① 所在地 愛媛県四国中央市寒川町4765-2

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中 久喜

③ 事業内容 環境設備、検査機器の販売

④ 資本金 6000万円

⑤ 設立年月日 昭和47年7月24日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 304百万円 117百万円 -259百万円

総資産 6,028百万円 3,720百万円 3,177百万円

売上高 2,425百万円 1,885百万円 1,579百万円

営業利益 -926百万円 -353百万円 -332百万円

経常利益 -1,004百万円 -420百万円 -381百万円

当期純利益 -963百万円 -186百万円 -376百万円

(2)大王紙運輸株式会社

① 所在地 愛媛県四国中央市三島朝日1-11-45

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 高橋 雅宏

③ 事業内容 運送事業、産業廃棄物収集運搬事業、通運事業、倉庫業等

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和63年11月16日

⑥ 大株主及び持株比率

⑦
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 1,512百万円 1,692百万円 1,832百万円

総資産 1,915百万円 2,316百万円 2,380百万円

売上高 3,007百万円 2,754百万円 2,821百万円

営業利益 353百万円 373百万円 318百万円

経常利益 357百万円 284百万円 225百万円

当期純利益 80百万円 180百万円 139百万円

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社へ紙製品輸送を発注しています。

ｴﾘｴｰﾙ総業 29.3%、ﾀﾞｲｵｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ 14.9%、ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ 14.8%

当社は当該会社の株式8.0%を所有しており、
間接所有を含めて27.6％を所有しております。

当社から6名の取締役が就任しています。

当該会社に三島工場の抄紙機他設備のメンテナ
ンスを発注しています。

井川高雄 20.0%、ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰｺﾝﾊﾞｰﾃｨﾝｸﾞ 15.0%、
ｴﾘｴｰﾙ産業 15.0%、ｴﾘｴｰﾙ総業 15.0%

当社は当該会社の株式10.0%を所有しており、
間接所有を含めて25.0％を所有しております。
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株式取得の相手先の概要

(1)大成製紙株式会社

① 所在地 岡山県津山市川崎200-1

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 小野 享志

③ 事業内容 段ﾎﾞｰﾙ原紙、ﾃｨｼｭｰ、ﾄｲﾚｯﾄの製造他

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和54年5月21日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 1,816百万円 1,891百万円 1,918百万円

総資産 11,944百万円 10,753百万円 10,581百万円

売上高 9,627百万円 8,203百万円 9,391百万円

営業利益 251百万円 217百万円 105百万円

経常利益 165百万円 105百万円 47百万円

当期純利益 -18百万円 74百万円 27百万円

(2)大宮製紙株式会社

① 所在地 静岡県富士宮市野中町329

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 尾崎 秀司

③ 事業内容 ﾃｨｼｭｰﾍﾟｰﾊﾟｰ等の製造・加工

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和14年5月5日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 2,024百万円 2,373百万円 2,471百万円

総資産 18,958百万円 17,207百万円 15,773百万円

売上高 26,734百万円 25,580百万円 24,569百万円

営業利益 493百万円 391百万円 414百万円

経常利益 373百万円 500百万円 354百万円

当期純利益 133百万円 349百万円 97百万円

井川高博　37.5%、井川高雄12.5%、井川高幸12.5%

当社から4名の取締役が就任しています。

当該会社から家庭紙製品を購入、当該会社へﾊﾟﾙ
ﾌﾟを販売しています。

井川高雄 16.7%、井川高博 15.7%、大王製紙 15.3%

当社は当該会社の株式15.3%を所有しています。

当社は当該会社の株式10.0%を所有しています。

当社から4名の取締役が就任しています。

当該会社から段ﾎﾞｰﾙ原紙及び家庭紙製品を購入
しています。
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(3)ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰｺﾝﾊﾞｰﾃｨﾝｸﾞ株式会社

① 所在地 愛媛県四国中央市寒川町4765-11

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 久米 幸夫

③ 事業内容 紙ｵﾑﾂ・紙製品の開発・製造

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和38年12月17日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 1,536百万円 2,910百万円 3,856百万円

総資産 16,064百万円 17,980百万円 19,636百万円

売上高 19,676百万円 21,123百万円 28,713百万円

営業利益 1,412百万円 1,558百万円 1,328百万円

経常利益 1,398百万円 1,628百万円 1,330百万円

当期純利益 623百万円 1,008百万円 945百万円

(4)ｴﾘｴｰﾙﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ株式会社

① 所在地 栃木県さくら市鷲宿字菅ノ沢4776-4

② 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 二宮 俊史

③ 事業内容 紙ｵﾑﾂ、ﾅﾌﾟｷﾝ、ｳｪｯﾄﾃｨｼｭｰの製造

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和62年8月28日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 1,731百万円 2,770百万円 3,674百万円

総資産 18,077百万円 20,599百万円 20,433百万円

売上高 21,579百万円 23,066百万円 24,265百万円

営業利益 638百万円 2,061百万円 1,548百万円

経常利益 707百万円 1,912百万円 1,495百万円

当期純利益 323百万円 1,039百万円 904百万円

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社から家庭紙製品を購入しています。

当社は当該会社の株式14.3%を所有しています。

当社から6名の取締役が就任しています。

当該会社から家庭紙製品を購入、当該会社へﾊﾟﾙ
ﾌﾟを販売しています。

井川高博 23.3%、ｴﾘｴｰﾙ総業 21.6%、大王製紙 14.3%

井川高雄 37.0%、大王製紙 16.6%

当社は当該会社の株式16.6%を所有しています。
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(5)ｴﾘｴｰﾙﾃｸｾﾙ株式会社

① 所在地 岐阜県可児市今東山677-1

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 岸畑 道雄

③ 事業内容 ﾀｯｸ紙及び粘着加工品の製造

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 平成4年6月1日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 554百万円 719百万円 827百万円

総資産 4,205百万円 4,644百万円 4,690百万円

売上高 4,868百万円 5,097百万円 5,685百万円

営業利益 59百万円 248百万円 195百万円

経常利益 24百万円 246百万円 192百万円

当期純利益 -60百万円 164百万円 108百万円

(6)ﾀﾞｲｵｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社

① 所在地 愛媛県四国中央市三島朝日1-10-13

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 大広 英樹

③ 事業内容 産業用機械、動力機械の製作、修理、管理および販売等

④ 資本金 1200万円

⑤ 設立年月日 昭和52年11月30日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 876百万円 940百万円 970百万円

総資産 1,165百万円 1,200百万円 1,298百万円

売上高 1,719百万円 1,514百万円 1,535百万円

営業利益 162百万円 92百万円 80百万円

経常利益 171百万円 102百万円 89百万円

当期純利益 29百万円 63百万円 30百万円

井川高博 82.0%

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社に三島工場の抄紙機他設備のメンテナ
ンスを発注しています。

井川高雄 34.3%、大王製紙 26.7%

当社は当該会社の株式26.7%を所有しています。

当社は当該会社の株式18.0%を所有しています。

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社からﾀｯｸ紙、粘着加工品を購入していま
す。
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(7)ﾊﾘﾏﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ株式会社

① 所在地 兵庫県加古川市別府町西脇2-34

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 伊藤 弘之

③ 事業内容 ｶﾗｰﾗｲﾅｰ、特殊機能ﾗｲﾅｰ等の製造

④ 資本金 6000万円

⑤ 設立年月日 平成17年4月1日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 169百万円 239百万円 291百万円

総資産 1,723百万円 1,852百万円 1,632百万円

売上高 1,626百万円 1,496百万円 1,516百万円

営業利益 100百万円 131百万円 122百万円

経常利益 63百万円 100百万円 100百万円

当期純利益 18百万円 70百万円 52百万円

(8)関西大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社

① 所在地 兵庫県神崎郡福崎町高橋290-27

② 代表者の役職・氏名 代表取締役専務 矢野 浩二

③ 事業内容 段ﾎﾞｰﾙｼｰﾄ、ｹｰｽの製造・販売

④ 資本金 3000万円

⑤ 設立年月日 昭和51年9月18日

⑥
大株主及び持株比率
(平成24年2月3日現在)

⑦ 上場会社と当該会社との間の関係 資本関係

人的関係

取引関係

⑧ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

純資産 411百万円 549百万円 709百万円

総資産 6,314百万円 6,125百万円 5,923百万円

売上高 4,648百万円 4,403百万円 4,583百万円

営業利益 269百万円 329百万円 365百万円

経常利益 161百万円 231百万円 287百万円

当期純利益 71百万円 138百万円 160百万円

ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ 100.0%

当社と当該会社との間には記載すべき資本関係
はありません。当社連結子会社 ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ
が当該会社の株式を100％所有しています。

当社から3名の取締役が就任しています。

当該会社から段ﾎﾞｰﾙ原紙を購入、当該会社へﾊﾟﾙ
ﾌﾟを販売しています。

井川高博 36.9%、大王製紙 36.7%

当社は当該会社の株式36.7%を所有しており、
間接所有を含めて63.1%を所有しております。

当社から4名の取締役が就任しています。

当該会社へ段ﾎﾞｰﾙ原紙を販売しています。
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取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

 

① いわき大王製紙株式会社 

(1) 異 動前 の所有 株式数 

12,480,000株 

（議決権の数：12,480,000個） 

（所有割合 ：25.0％） 

(2) 取 得 株 式 数 

11,000,000株 

（議決権の数：11,000,000個） 

（発行済株式数に対する割合：22.2％） 

（取得価額 ：946百万円） 

(3) 異 動後 の所有 株式数 

23,480,000株 

（議決権の数：23,480,000個） 

（直接所有割合 ：47.0％） 

                ※上記直接所有及び間接所有により 51.0％を所有しております。 

 

② ﾀﾞｲｵｰﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ株式会社 

(1) 異動前の所有株式数 

135,000株 

（議決権の数：135,000個） 

（所有割合 ：45.0％） 

(2) 取 得 株 式 数 

25,000株 

（議決権の数：25,000個） 

（発行済株式数に対する割合：8.3％） 

（取得価額 ：281百万円） 

(3) 異動後の所有株式数 

160,000株 

（議決権の数：160,000個） 

（直接所有割合 ：53.3％） 

※上記直接所有及び間接所有により 69.7％を所有しております。 
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③ 中部大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社 

(1) 異動前の所有株式数 

21,565株 

（議決権の数：21,565個） 

（所有割合 ：10.4％） 

(2) 取 得 株 式 数 

43,560株 

（議決権の数：43,560個） 

（発行済株式数に対する割合：21.0％） 

（取得価額 ：496百万円） 

(3) 異動後の所有株式数 

65,125株 

（議決権の数：65,125個） 

（直接所有割合 ：31.6％） 

                ※上記直接所有及び間接所有により 52.5％を所有しております。 

 

④ 東海大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社 

(1) 異動前の所有株式数 

180,000株 

（議決権の数：180,000個） 

（所有割合 ：18.0％） 

(2) 取 得 株 式 数 

100,000株 

（議決権の数：100,000個） 

（発行済株式数に対する割合：10.0％） 

（取得価額 ：250百万円） 

(3) 異動後の所有株式数 

280,000株 

（議決権の数：280,000個） 

（直接所有割合 ：28.0％） 

                ※上記直接所有及び間接所有により 56.0％を所有しております。 
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⑤ 関西大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社 

(1) 異動前の所有株式数 

37,656株 

（議決権の数：37,656個） 

（所有割合 ：19.8％） 

(2) 取 得 株 式 数 

32,000株 

（議決権の数：32,000個） 

（発行済株式数に対する割合：16.8％） 

（取得価額 ：225百万円） 

(3) 異動後の所有株式数 

69,656株 

（議決権の数：69,656個） 

（直接所有割合 ：36.7％） 

                ※上記直接所有及び間接所有により 63.1％を所有しております。 

 

⑥ 九州大王製紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ株式会社 

(1) 異動前の所有株式数 

448株 

（議決権の数：448個） 

（所有割合 ：12.8％） 

(2) 取 得 株 式 数 

1,247株 

（議決権の数：1,247個） 

（発行済株式数に対する割合：35.7％） 

（取得価額 ：1,056百万円） 

(3) 異動後の所有株式数 

1,695株 

（議決権の数：1,695個） 

（直接所有割合 ：48.6％） 

                ※上記直接所有及び間接所有により 57.2％を所有しております。 
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