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                                                  平成１５年 ７月 ３０日 
各  位 

会社名    三協アルミニウム工業株式会社 
代表者名   代表取締役社長  川 村 人 志 

（コード番号５９３２ 東証・大証各一部） 
問い合せ先    経理部 部 長 大 原 達 夫 

（ＴＥＬ 0766－20－2122） 
    

株式移転による経営統合に関するお知らせ株式移転による経営統合に関するお知らせ株式移転による経営統合に関するお知らせ株式移転による経営統合に関するお知らせ    
    

 三協アルミニウム工業株式会社（以下、三協アルミ）及び立山アルミニウム工業株式会社（以下、立山アルミ）

は、平成 15年 7月 30日開催のそれぞれの取締役会を経て、平成 15年 12月 1日を期して、株式移転により
共同して完全親会社（共同持株会社）を設立することを決定し、株式移転契約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 

１．株式移転による経営統合の目的 
 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

が大きく変化しております。 
 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致しました。 
    
２．株式移転の条件等 

(１)株式移転の日程 

平成１５年７月３０日   株式移転決議取締役会 

平成１５年８月２８日   株式移転承認株主総会 （※） 

平成１５年１１月２５日  上場廃止予定日 

平成１５年１１月２９日  株券提出期日 

平成１５年１１月３０日  株券割当基準日 

平成１５年１２月１日   株式移転の日、共同持株会社設立登記日、株券上場予定日 

（※平成１５年８月２８日の株主総会は、立山ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業㈱においては、臨時総会となります。） 
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(２)株式移転比率 
 三協アルミ 立山アルミ 

株式移転比率 １ １ 

  

（注）１．株式の割当比率 

      上記算定結果に基づき、三協アルミ普通株式 １株につき共同持株会社普通株式 １株を、立山ア

ルミ普通株式 １株につき共同持株会社普通株式 １株を、各々、割当交付致します。 

 

    ２．株式移転比率の算定根拠 

     三協アルミと立山アルミは各々、第三者機関である大和証券ＳＭＢＣ株式会社及び株式会社グロ

ーバル マネジメント ディレクションズに依頼し、その算定結果を参考として、当事者間で慎重に協

議を重ね上記の通り決定致しました。 

 

(３)株式移転交付金 

  新たに設立する持株会社は、株式移転に際し新株の交付を受ける株主に対し，その所有する立山ア

ルミ株式１株に対し金６円の株式移転交付金を設立後３ヶ月以内に支払います。 

 

(４)新会社の上場申請に関する事項 

新たに設立する持株会社は、設立後速やかに東京・大阪・名古屋の各証券取引所に新規上場申請を行な

うことを予定しております。 

 

(５)株式移転の当事会社の概要                                                                                                                                                

 平成１５年 ５月 31日現在 平成１５年 ３月３１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 ２７３，３５７，７５９株 ５５，２３８，５５５株 

(8)株主資本 ５２，４７２百万円 １４，３５３百万円 
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(9)総資産 １８９，４３９百万円 １０５，１９６百万円 

(10)決算期 5月末日 3月末日 

(11)従業員 ４，７０５人 ３，０４１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 

積水化学工業株式会社 
大川サッシ産業株式会社 

住友化学工業(株) 
立山ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業(株)  
三協ｱﾙﾐ自社株投資会 
(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 
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行

株式会社（信託口） 
西日本三協ｱﾙﾐ社友会 

6.75%
  4.99%

4.43%
3.26%
3.22%
3.19%
2.27%
2.06%
1.83%

1.77%

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%
4.05%
3.64%
3.03%
2.97%
2.72%
2.44%
2.37%

(13)大株主及び 
  持株比率 

上位 10計 33.77% 上位 10計 42.49%

(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 

         
(６)最近３決算期間の業績 

 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 13 年 

5月期 
平 成 14 年 
5月期 

平 成 15 年
5月期 

平成 13 年 

3月期    
平 成 14 年 

3月期 
平 成 15 年
3月期 

売 上 高 

(百万円) 
183，573 181，844 191,985 120，820 

 
111，629 117，317 

営 業 利 益 

(百万円) 
△4，113 4，193 10,846 590 205 2，148 

経 常 利 益 

(百万円) 
△5，731 2，445 9,148 △584 △659 1，425 

当期純利益

(百万円) 
△20，559 1，149 4,400 △970 △937 505 

１ 株 当 た り 

当期純利益(円) 
△80．64 4．29 16.05 △19．77 △19．10 9．69 

１ 株 当 た り 

年間配当金(円) 
0．00 0．00 2.50 0．00 0．00 0．00 

１ 株 当 た り 

株主資本(円) 
160．64 172．09 191.26 266．60 221．30 259．97 

 

３．持株会社の概要 

（１）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）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 

            事業活動を支配・管理すること。 
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（３）本店所在地        ： 富山県高岡市早川７０番地 

（４）取 締 役         ： 代表取締役会長   川村人志 （現：三協アルミ代表取締役社長） 
代表取締役社長   要明英雄 （現：立山アルミ代表取締役社長） 
取締役         竹平栄太郎（現：立山アルミ代表取締役会長） 
取締役         長ヶ部武徳（現：三協アルミ代表取締役副社長） 
取締役         大寺幸治 （現：三協アルミ取締役専務執行役員） 
取締役 大石幸男 （現：三協アルミ取締役専務執行役員） 
取締役 川﨑清司 （現：立山アルミ取締役専務執行役員） 
取締役 駒方米弘 （現：三協アルミ取締役常務執行役員） 
取締役（非常勤） 藤田衛治 （現：北陸銀行常務執行役員） 

（５）監 査 役        ： 常勤監査役 中川守男 （現：三協アルミ取締役専務執行役員） 
監査役 丸山三樹雄（現：立山アルミ監査役） 
監査役 伊勢雅男 （現：立山アルミ監査役） 
監査役 立浪重建 （現：三協アルミ監査役） 

（６）資 本 金         ： １５０億円 

（７）発行予定株式数 ： ３２８，５９６，３１４株（１単元の株式の数１，０００株） 

（８）決 算 期   ： ５月３１日 

（９）業績見通し 現在、立山アルミニウム工業株式会社との間で共同持株会社設立後の事業運営体制

についての検討を行なう中で、業績見通し等の取り纏めも進めており、算定次第、

別途発表する予定であります。 
 

以上 
 


