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紙容器関連事業の資本提携に関する 

王子ホールディングス株式会社との合弁契約書の締結について 

 

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」及び 2020 年６月 30 日付「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」でお知らせしましたとおり、当社は王子ホールディングス株式会社（以下「王子ＨＤ」）と合弁

事業に関する検討を行ってまいりました。この結果、本日開催の取締役会において、紙容器関連事業の資本提

携に関する合弁契約書を王子ＨＤと締結する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。 

これに伴い、2020 年９月 23 日付で当社の 100％子会社である紙容器事業分割準備株式会社（以下「準備会

社」）の商号を「石塚王子ペーパーパッケージング株式会社」に変更し、同日に同社の株式 40％を王子ＨＤに

譲渡いたします。 

 
記 

 

１．資本提携の目的 

近年、世界的な環境意識の高まりを背景に紙素材を用いた製品も多数開発されています。こうした中、 本

資本提携の目的は、両社の経営資源及びノウハウを相互に活用して、紙容器関連事業の基盤強化及び新製品

開発による新たな領域への進出、将来的には需要拡大が期待される海外での事業拡大を実現し、本事業の一

層の発展を図るものです。なお、本事業の原材料として調達しているラミネート原紙は、今後段階的に王子

グループ製品に切り替えていく予定です。 

  これにより、原紙調達の海外依存から脱却し、飲料用紙容器で初めての国内一貫生産体制（原紙の抄紙か

ら紙パックまで）を整えることで、安心・安全への更なる取り組みと、紙容器のリサイクルにおける理想的

な循環型社会の実現に向けて貢献してまいります。 
 
２．資本提携の概要 

(1) 資本提携の内容 

  2020 年３月 23 日に設立した準備会社に９月 21 日を効力発生日として、会社分割の方法により当社の紙

容器関連事業を承継させ、準備会社は新たに 9,000 株を当社に発行する予定です。その後、4,000 株を王子

ＨＤに譲渡する事で、本事業について王子ＨＤより 40％の資本参加を受け入れます。 

 



 

 

(2) 資本提携に関する日程 

合弁基本合意書締結日 2019 年 12 月 23 日 

分割準備会社の設立 2020 年３月 23 日 

吸収分割契約締結日 2020 年６月 30 日 

合弁契約書締結日 2020 年９月 18 日 

吸収分割の効力発生日 2020 年９月 21 日（予定） 

株式譲渡日 2020 年９月 23 日（予定） 

合弁会社の事業開始 2020 年９月 23 日（予定） 

 

(3) 譲渡対象会社の概要 

① 名称 紙容器事業分割準備株式会社（2020 年９月 23 日付で「石塚王子ペーパー

パッケージング株式会社」に変更） 

② 所在地 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 石塚 久継（2020 年９月 23 日付で「田村 亮一」に変更） 

④ 事業内容 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 10 百万円（吸収分割効力発生日に 100 百万円まで増資） 

⑥ 設立年月日 2020 年３月 23 日 

⑦ 発行済株式数 1,000 株（吸収分割効力発生日に 9,000 株を新規発行） 

⑧ 決算期 ３月 20 日 

⑨ 大株主及び持株比率 ・合弁事業開始前 

石塚硝子株式会社 100％ 

・合弁事業開始後 

 石塚硝子株式会社        60％ 

 王子ホールディングス株式会社 40％ 

⑩ 当事会社間の関係等 資本関係 ⑨大株主及び持株比率に記載のとおりです。 

人的関係 議決権比率に応じて当社及び王子グループより取締

役を派遣します。 

取引関係 王子マテリア株式会社より、ラミネート原紙を調達す

る予定です。 

 

(4) 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況 

① 譲渡前の所有株式数 ・吸収分割効力発生日前 

石塚硝子株式会社  1,000 株（所有割合：100％） 

・吸収分割効力発生日後 

石塚硝子株式会社 10,000 株（所有割合：100％） 

② 譲渡株式数 4,000 株 

③ 譲渡後の所有株式数 石塚硝子株式会社       6,000 株（所有割合：60％） 

王子ホールディングス株式会社 4,000 株（所有割合：40％） 



 

 

 

(5) 資本提携の相手先の概要 

① 名称 王子ホールディングス株式会社 

② 所在地 東京都中央区銀座四丁目７番５号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 加来 正年 

④ 事業内容 生活産業資材 段ボール原紙・段ボール加工事業、白板紙・紙器事業、

包装用紙・製袋事業、家庭紙事業、紙おむつ事業 

機能材 特殊紙事業、感熱紙事業、粘着事業、フィルム事業 

資源環境ビジネス パルプ事業、エネルギー事業、植林・木材加工事業 

印刷情報メディア 新聞用紙事業、印刷・出版・情報用紙事業 

⑤ 資本金 103,880 百万円（2020 年３月 31 日現在） 

⑥ 設立年月日 1949 年 8 月１日（創業 1873 年２月 12 日） 

⑦ 大株主及び持株比率 

（2020 年３月 31 日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8.6％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.9％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 3.4％ 

株式会社三井住友銀行 3.2％ 

日本生命保険相互会社 2.6％ 

株式会社みずほ銀行 2.2％ 

王子グループ従業員持株会 2.0％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1.7％ 

農林中央金庫 1.7％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1.6％ 

⑧ 当事会社間の関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 
王子マテリア株式会社が、ラミネート原紙の一部を当

社に販売しています。 

関連当事者への 

該当状況 

該当事項はありません。 

⑨ 近３年間の連結財政状態及び連結経営成績 

決算期 2018 年３月期 2019 年３月期 2020 年３月期 

純資産 810,011 百万円 815,406 百万円 831,657 百万円 

総資産 1,960,753 百万円 1,951,369 百万円 1,885,280 百万円 

１株当たり純資産 681.52 円 684.50 円 699.12 円 

売上高 1,485,895 百万円 1,550,991 百万円 1,507,607 百万円 

営業利益 70,781 百万円 110,212 百万円 106,125 百万円 

経常利益 65,958 百万円 118,370 百万円 101,289 百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 36,222 百万円 51,977 百万円 58,181 百万円 



 

 

１株当たり当期純利益 36.64 円 52.52 円 58.78 円 

１株当たり配当金（円） 10.00 円 12.00 円 14.00 円 

 

３．今後の見通し 

  2021 年３月期通期連結業績につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を現時点におい

て合理的に算定することが困難であることから未定とさせていただいておりますが、本資本提携による業績

に与える影響は軽微であると考えております。 

 

以上 


