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完全子会社の合併に関するお知らせ 
 

 

 本年１月 26 日に公表いたしましたが、当社の完全子会社である三協アルミニウム工業株式会社お

よび立山アルミニウム工業株式会社は、昨日（27 日）開催の両社取締役会決議を経て、合併契約書

を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１．合併の目的 

当社は、会社設立後、当社グループの『経営統合』ならびに『生産統合』と順次統合を進め、統合

による効果創出を推進してきましたが、今後の更なる成長・発展に向け、『事業再編』に進むことと

し、本年６月１日（予定）に三協アルミニウム工業株式会社と立山アルミニウム工業株式会社を合併

し、主力のビル建材、住宅建材、エクステリア建材の建材事業およびマテリアルとアロイプロダクツ

の非建材事業を統合いたします。 

これにより、両社が培ってきた強みと販売網を活かすなど徹底した合併効果の実現と営業やマーケ

ティング部門などの強化部門への人員の再配置など戦略的な資源の再配分を進め、アルミニウム建材

業界のリーディングカンパニーを目指してまいります。 

 

 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

  合併契約書承認取締役会   平成 18 年３月 27 日 

  合 併 契 約 書 調 印   平成 18 年３月 27 日 

  合併契約書承認臨時株主総会   平成 18 年４月 11 日（予定） 

  合 併 期 日   平成 18 年６月１日（予定） 

合 併 登 記   平成 18 年６月１日（予定） 

 

 

（２）合併方式 

  三協アルミニウム工業株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、立山アルミニウム工業株式会

社は解散いたします。また、新会社の社名は「三協立山アルミ株式会社」といたします。 

 

 

（３）合併比率 

  三協・立山ホールディングス株式会社の 100％子会社２社の合併であることにより､合併比率の

取り決めはありません。また、合併に際しての新株発行および資本金の増加は行いません。 

 

 

（４）合併交付金 

  合併交付金の支払いは行いません。 



３．合併当事会社の概要（平成 17 年 11 月末現在・各社単体ベース） 

(1)商号 
三協アルミニウム工業株式会社 

（合併会社） 

立山アルミニウム工業株式会社

（被合併会社） 

(2)設立年月日 昭和３５年６月２０日 昭和２３年１０月１５日 

(3)本店所在地 富山県高岡市早川７０番地 富山県高岡市早川５５０番地 

(4)代表者 
代表取締役社長  川村 人志 

代表取締役副社長 長ヶ部 武徳 

代表取締役会長  竹平 栄太郎 

代表取締役社長  要明 英雄 

(5)資本金 ２８，３９９百万円 ６，８７７百万円 

(6)発行済株式総数 ２７３，３５７，７５９株 ５５，２３８，５５５株 

(7)株主資本 ７０，１７７百万円 １２，８７０百万円 

(8)総資産 １７３，２４６百万円 ９４，８６６百万円 

(9)決算期 ５月末日 ５月末日 

(10)従業員 ２，１７６人 １，３９７人 

(11)大株主 三協・立山ホールディングス（100%） 三協・立山ホールディングス（100%）

(12)主要取引銀行 住友信託銀行㈱、㈱北陸銀行 ㈱北陸銀行、住友信託銀行㈱ 

 

４．最近３決算期間の業績                          （単位：百万円） 

 三協アルミニウム工業株式会社 立山アルミニウム工業株式会社 

決 算 期
平成 15 年

5 月期 

平成 16 年

5 月期 

平成 17 年

5 月期 

平成 15 年

11 月期

(注 1) 

平成 16 年 

5 月期 

(注 2) 

平成 17 年

5 月期 

売 上 高 191,985 191,481 190,370 78,226 58,080 117,420

営 業 利 益 10,846 10,240 5,949 1,251 375 1,499

経 常 利 益 9,148 9,239 5,905 729 112 1,069

当 期 純 利 益 4,400 11,476 6,456 222 △2,233 3,503

  (注 1)決算期変更のため、平成 15 年４月１日から平成 15 年 11 月 30 日までの８ヶ月決算となっ

ております。 

(注 2)決算期変更のため、平成 15 年 12 月１日から平成 16 年５月 31 日までの６ヶ月決算となっ

ております。 

 

５．合併後の状況 

①名称（商号）        ： 三協立山アルミ株式会社 

②経 営 体 制        ： （別 紙） 

③本 店 所 在 地        ： 富山県高岡市早川７０番地 

④資 本 金        ： ２８，３９９百万円 

⑤決 算 期        ： ５月末日 

⑥株 主        ： 三協・立山ホールディングス株式会社（100％） 

⑦主な事業内容        ： ビル用建材、住宅用建材、エクステリア建材の開発・販売 

アルミニウムおよびその他金属の圧延加工品の販売 

⑧売 上 高        ： 約３，０００億円（平成 19 年５月期見込） 

⑨従 業 員 数        ： 約３，４００名 （平成 19 年５月期見込） 

 

６．今後の見通し 

 本件合併は、当社 100％子会社同士の合併であるため、当社連結業績に与える影響はありません。  

 

以 上 



（別　紙）
平成18年3月28日

　　各　位

三協・立山ホールディングス株式会社

『三協立山アルミ株式会社』　組織概要、役員人事について

　　　　　平成18年6月1日の三協アルミニウム工業株式会社と立山アルミニウム工業株式会社との合併による
　　　　「三協立山アルミ株式会社」の設立を控え、組織概要および当該役員人事についてご案内いたします。

記

【組織概要】

　・マーケティング本部の設置
　　各事業本部の個別領域にとらわれず、全社横断的に「マーケティングリサーチから販売までの
　　一貫したプロセスをつかさどる新組織と責任体制」をもって、「顧客に直結したスピーディな商品の提供」
　　「新商品開発力の向上」を目指す。
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【三協立山アルミ(株）の役員人事】

役職 氏　名 担当 旧担当（旧職）
代表取締役会長 要明英雄 （立山）代表取締役社長
代表取締役社長 川村人志 （三協）代表取締役社長
代表取締役副社長 長ヶ部武徳 （三協）代表取締役副社長
取締役常務 小山智克 総務本部長 （三協）関東統括支店長　兼　管理統括室長
取締役常務 永田　等 エクステリア建材事業本部長 （三協）エクステリア建材事業本部長
取締役常務 藤木正和 マテリアル事業本部長 （三協）住宅建材事業本部長
取締役常務 中坪　晋 ビル建材事業本部長 （三協）ビル建材事業本部長
取締役常務 藤田衛治 経営企画本部長 （立山）経営企画本部長
取締役常務 竹脇文夫 関西統括支店長 （立山）住宅・EX建材事業本部長
取締役常務 賀東　隆 関東統括支店長 （立山）関東住宅・EX建材支店長　兼　関東住宅建材特需部長

執行役員 沖　善成 技術開発本部（産学共同研究担当） （三協）技術開発本部　産学共同研究担当
執行役員 内島錬一郎 マーケティング本部長　兼 技術開発本部長 （三協）技術開発本部長
執行役員 福島広之 関東住宅建材支店長 （三協）関東住宅建材支店長　兼　関東統括支店副支店長

執行役員 山本勇三 東海住宅建材支店長 （三協）名古屋住宅建材支店長
執行役員 三島哲文 ビル建材事業本部副本部長 兼 営業開発部長 （三協）東京本社 ビル建材事業本部副本部長
執行役員 釣　伸一 関東ビル建材支店長 （三協）関東ビル建材支店長　兼　関東統括支店副支店長

執行役員 向野光雄 福岡支店長 （三協）福岡支店長
執行役員 高島省一 住宅建材事業本部長 （三協）関西住宅建材支店長　兼　京都支店長
執行役員 吉村　顯 東海統括支店長 （三協）名古屋ビル建材支店長
執行役員 円仏公衛 秘書室長　兼　総務本部総務担当 兼 HD秘書室長 （三協）秘書室長　兼　管理統括室総務担当　兼　HD秘書室長

執行役員 中野敬司 広島支店長 （三協）広島支店長
執行役員 林　巌 エクステリア建材事業本部副本部長 （立山）エクステリア事業部長
執行役員 石黒哲夫 マテリアル事業本部副本部長（自動車分野担当） （立山）手摺事業部長　兼　手摺事業部開発部長
執行役員 加治幸男 住宅建材事業本部副本部長 兼 特需部長 （立山）住宅建材事業部長　兼　住宅建材事業部　ルート部長

執行役員 輪島久和 関東住宅建材支店副支店長 兼 直需二部長 （立山）住宅建材事業部　直需統轄部長
執行役員 小路和夫 横浜支店長 （立山）関東ビル建材支店長　兼　東京ビル建材営業三部長

執行役員 袋　俊男 技術開発本部長付 （立山）店舗建材事業部長
執行役員 高柳泰司 マーケティング本部副本部長　兼　住宅商品マーケティング室部長 （立山）住宅商品開発部長　兼　ＳＴ住宅マーケティングＰＪリーダー

常勤監査役 立浪重建 （三協）常勤監査役
常勤監査役 黒﨑康夫 （三協）常勤監査役
常勤監査役 深川　務 （三協）常勤監査役
監査役 南出修宏 （三協）監査役

【三協アルミ　退任予定】

氏名 退任後 三協アルミの現担当

取締役専務 大寺幸治 三協･立山ホールディングス（株）取締役（現任）　財務統括室長 財務統括室長
取締役常務 駒方米弘 三協･立山ホールディングス（株）取締役（現任）　経営企画統括室長 経営企画本部長
取締役常務 島　勲 ＳＴプロダクツ（株）　専務執行役員 マテリアル事業本部長
常務執行役員 中村克之 東鉄工業（株）　社長（三協アルミ子会社、本社：愛知県江南市） 関西統括支店長 兼　名古屋統括支店長

【立山アルミ　退任予定】

氏名 退任後 立山アルミの現担当

代表取締役会長 竹平栄太郎 三協･立山ホールディングス（株）　取締役（現任）
取締役常務 網谷英三 タテヤマアドバンス（株）　社長（現任） 商業施設事業本部長　兼　タテヤマアドバンス（株）社長
取締役常務 熊崎哲男 タテヤマアドバンス（株）　取締役 専務執行役員 ビル建材事業本部長　兼　ビル建材事業部長 
取締役常務 舟坂安孝 三協･立山ホールディングス（株）　常務執行役員（現任） 管理統括室長

取締役 川﨑清司
三協･立山ホールディングス（株）取締役

兼　ＳＴプロダクツ（株）　副社長（現任）
執行役員 保多尚宏 退任 大阪支店長
執行役員 笠谷千寿夫 退任 関東ビル建材支店　副支店長　兼　長野ビル建材営業部長

執行役員 齊藤義宏 （4/1退任→ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ（株）　取締役 執行役員） 商業施設事業部長
常勤監査役 梅田安彦 退任
監査役 丸山三樹雄 退任
監査役 伊勢雅男 退任

 


