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共同持株会社設立について共同持株会社設立について共同持株会社設立について共同持株会社設立について

　当社と立山アルミニウム工業株式会社（代表取締役社長：要明英雄　コード番号５９１０名証第二部）

とは、共同持株会社を設立することで基本的に合意し、「共同持株会社設立に関する覚書」を締結致し

ましたので、下記のとおりお知らせします。

記

Ⅰ．共同持株会社設立の趣旨

　建材業界をとりまく市場状況が依然として厳しい中、リフォームなどの新規市場の開拓を狙った他

業種とのアライアンスの進行、アジアを中心とした海外調達・生産によるコスト競争力の強化拡大と

両社を取り巻く環境が大きく変化しています。

　このような事業環境の中、多様化・高度化する顧客の要求に応えた商品・サービスの安定的な提供

並びにコスト競争力の強化を行なうために、両社は昨年１月からの商品の共通化や生産の統合などの

包括的業務提携に基づき専任組織を結成して検討した結果、グループ全体の最適化や効率化による事

業の発展をより確実・迅速に実現するためには、共同持株会社の設立が最善の選択であると判断しま

した。

Ⅱ．基本的合意事項

１．共同持株会社の設立

・ アルミニウム建材業界において核となる存在となるべく、改革のスピードを速めていきます。

・ 改革の実（グループ全体最適）を確実なものとし、高収益企業グループを目指します。

・ グループ全体のシナジー効果を効率的に発揮させるため、両社資産の有効活用を図ります。

・ 傘下には、三協アルミと立山アルミ及びその関連会社を収めます。

Ⅲ．共同持株会社設立のスキームとスケジュール

１．共同持株会社設立の方法

平成１５年１２月を目処として、株式移転により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を１００％子会社とする共同持株会社を設立する。



２．スケジュール

平成１５年２月２４日　　　　　共同持株会社設立に関する覚書　調印

平成１５年７月下旬　（予定）　株式移転決議取締役会

平成１５年８月下旬　（予定）　株式移転承認株主総会　（※）

平成１５年１２月１日（予定）　株式移転の日、共同持株会社設立

（※平成１５年８月下旬の株主総会は、立山ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業㈱においては、臨時総会となります。）

Ⅳ．新会社の概要

１．共同持株会社の概要

（１）名称（商号）      　：　三協・立山ホールディングス株式会社

　（英文名称　Sankyo-Tateyama Holdings,Inc.）

（２）設立年月日      　：　平成１５年１２月１日（予定）

（３）資 本 金      　：　今後、両社協議の上決定致します。

（４）決 算 期      　：　５月末日

（５）本店所在地      　：　富山県高岡市早川７０番地

（６）株式移転比率      　：　外部機関の評価を踏まえて、両社協議の上決定致します。

（７）経 営 体 制      　：　代表取締役会長　川村人志（現三協ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業㈱代表取締役社長）

　　代表取締役社長　要明英雄（現立山ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業㈱代表取締役社長）

（８）事 業 内 容      　：　アルミニウム製住宅用建材、ビル用建材等の開発・製造・加工・販売

　　　　　　　　　　　　を主として行なう子会社の株式を保有することにより当該子会社の

　　　　　　　　　　　　事業活動を支援・管理すること。

（９）上場証券取引所：　東京証券取引所等を予定。

Ⅴ．経営目標

　共同持株会社の下に再編される新しい三協・立山グループは、平成１９／５期において「連結売上

高：３，６６０億円」「連結経常利益：１９０億円」を目指します。（統合効果１２０億円を含む）

１．統合効果…年間１２０億円。　（投資償却▲１０億円／年控除後）

・生産統合による生産コストの低減

・購買部門統合による調達コストの低減

・物流部門統合による物流経費の削減

・商品統合、共同開発による設計コストの削減

・管理間接部門の統廃合による管理費削減



Ⅵ．今後の推進組織

平成１５年３月より、共同持株会社の設立に向け、両社間の準備、調整を統括管理する専任組織を立

ち上げ、統合化を円滑かつ迅速に推進していきます。

また、平成１５年１０月からの住宅サッシの共通化による事実上の生産統合に向け、両社生産全体を

統括管理する専任組織を立上げ、生産統合会社設立以前の移行期間の対応を行ないます。

詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。



Ⅶ．株式移転の当事会社の概要Ⅶ．株式移転の当事会社の概要Ⅶ．株式移転の当事会社の概要Ⅶ．株式移転の当事会社の概要

平成１４年１１月３０日現在 平成１４年１０月１日現在

(1)商号 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

(2)事業内容

・アルミニウム及びその他の金属の
　鋳造･圧延･加工ならびにその販売
・住宅用･ビル用サッシ及びその他
　の建築材料の製造・販売

・アルミニウム及びその他の金属製
　器具の製造、販売
・サッシ及びその他の建築材料の
　製造、販売

(3)設立年月日 昭和３５年６月２０日 昭和２３年１０月１５日

(4)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

(5)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

(6)資本金 ２８，３９９百万円 ６，８７７百万円

(7)発行済株式総数 ２８１，６４５，１７１株 ５５，２３８，５５５株

(8)株主資本 ４８，３０２百万円 １３，５６４百万円

(9)総資産 ２００，０６０百万円 １１２，６７８百万円

(10)決算期 ５月末日 ３月末日

(11)従業員 ４，６９８人 ３，０３４人

(12)主要な取引先
住友林業株式会社
日本板硝子株式会社

大川サッシ産業株式会社
タイメック株式会社

自己株式
住友化学工業(株)
三協ｱﾙﾐ自社株投資会
立山ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業(株)
(株)北陸銀行
竹平政太郎
住友信託銀行(株)
住友軽金属工業(株)
三協ｱﾙﾐ社友会
西日本三協ｱﾙﾐ社友会

5.32%
5.15%
4.30%
3.22%
3.16%
3.13%
3.10%
2.20%
2.07%
1.76%

三協ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業㈱
㈲竹平ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ
ｱﾙｹﾝ工業㈱
立山ｱﾙﾐ持株会
立山ｱﾙﾐ取引先持株会
㈱北陸銀行
立山ｱﾙﾐ社員持株会
林　武彦
㈱新生銀行
上杉　秀弥

10.42%
6.37%
4.48%
4.02%
3.31%
2.93%
2.88％
2.72%
2.44％
2.37%

(13)大株主及び
　　持株比率

上位 10計 33.41% 上位 10計 41.94%

(14)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㈱

(15)上場証券取引所
東京証券取引所、大阪証券取引所
各第一部

名古屋証券取引所第二部

　　　　　　　　



Ⅷ．最近３決算期間の業績Ⅷ．最近３決算期間の業績Ⅷ．最近３決算期間の業績Ⅷ．最近３決算期間の業績

三協アルミニウム工業株式会社
（連結）

立山アルミニウム工業株式会社
（連結）

決算期
平成 12年
５月期

平成 13年
５月期

平成 14年
５月期

平成 12年
３月期

平成 13年
３月期

平成 14年
３月期

売 上 高    （百万円） 230,087 222,031 214,443 139,024 135,785 132,591

営業利益（百万円） 30 △4,739 4,800 4,854 2,550 1,273

経常利益（百万円） △1,570 △7,807 1,824 3,604 1,280 513

当期純利益（百万円） △4,004 △14,383 635 746 633 236

１株当たり
当期純利益（円）

△15.71 △56.67 2.39 15.21 13.05 4.87

１株当たり
年間配当金（円）

－ － － 3.75 － －

１株当たり
株主資本（円）

219.50 173.53 178.09 287.59 298.84 276.11

従業員数（人） 7,883 7,026 6,599 4,218 3,944 3,960



（参考資料）（参考資料）（参考資料）（参考資料）

　◆共同持株会社設立の手順　◆共同持株会社設立の手順　◆共同持株会社設立の手順　◆共同持株会社設立の手順

≪現　在≫≪現　在≫≪現　在≫≪現　在≫

≪ステップ１≫≪ステップ１≫≪ステップ１≫≪ステップ１≫ ・三協アルミ、立山アルミは株式移転により、純粋持・三協アルミ、立山アルミは株式移転により、純粋持・三協アルミ、立山アルミは株式移転により、純粋持・三協アルミ、立山アルミは株式移転により、純粋持
・結果、三協アルミと立山アルミは共同持株会社傘下・結果、三協アルミと立山アルミは共同持株会社傘下・結果、三協アルミと立山アルミは共同持株会社傘下・結果、三協アルミと立山アルミは共同持株会社傘下

≪ステップ２≫≪ステップ２≫≪ステップ２≫≪ステップ２≫ ・三協アルミと立山アルミの生産部門は会社分割によ・三協アルミと立山アルミの生産部門は会社分割によ・三協アルミと立山アルミの生産部門は会社分割によ・三協アルミと立山アルミの生産部門は会社分割によ
・結果、三協ア・結果、三協ア・結果、三協ア・結果、三協アルミと立山アルミは販売会社に移行ルミと立山アルミは販売会社に移行ルミと立山アルミは販売会社に移行ルミと立山アルミは販売会社に移行

三協アルミ

三協アルミ

株式移転

純粋持株会社：三協立山ホールディング

三協アルミ

三協アルミ

純粋持株会社：三協立山ホールディング

共同分割

純粋持株会社：三協立山ホールディング

生産統合会社
株会社を新設する。株会社を新設する。株会社を新設する。株会社を新設する。
の兄弟会社になります。の兄弟会社になります。の兄弟会社になります。の兄弟会社になります。

立山アルミ
立山アルミ

ス

り、新設する生産統合会社へ継承り、新設する生産統合会社へ継承り、新設する生産統合会社へ継承り、新設する生産統合会社へ継承

立山アルミ

ス

立山アルミ

ス

立山アルミ
（販売会社）
三協アルミ
（販売会社）


