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グループ内組織再編（当社子会社間の吸収合併および当社子会社への
現物出資に伴う孫会社の異動）に関するお知らせ

当社は、2018 年 2 月 27 日開催の取締役会において、2018 年 7 月 1 日を効力発生日として当社の
完全子会社である株式会社住理工ホーステックス（以下、
「住理工ホーステックス」といいます。
）
および住理工ホース販売株式会社（以下、
「住理工ホース販売」といいます。
）の間で、住理工ホー
ステックスを存続会社とし、住理工ホース販売を消滅会社とする吸収合併（以下、
「本合併」とい
い、本合併後の住理工ホーステックスを「本合併会社」といいます。
）を実施するとともに、本合
併会社に対して、当社子会社である東海橡塑(合肥)有限公司（以下、「本中国子会社」といいま
す。
）の持分の一部の現物出資による増資（以下、
「本増資」といいます。
）を行うこと（以下、あ
わせて「本組織再編」といい、本合併および本増資完了後の住理工ホーステックスを「本統合会
社」といいます。
）を決議いたしましたのでお知らせします。
なお、本合併は当社完全子会社間におけるものであるため、本合併に関する開示事項・内容を一
部省略して開示しております。
記
１．本組織再編の目的
当社は、産業用ホース事業（以下、
「本事業」といいます。
）において、グローバル市場を成長分
野と位置づけ、積極的な事業展開を行っています。今般、本事業の製造会社である住理工ホース
テックスと、販売会社である住理工ホース販売を本合併により統合し、また、本合併会社に対して
本事業にかかる本中国子会社持分の一部を現物出資し、増資を行うことで、グループの経営資源を
集約し、意思決定の迅速化および事業の効率化による収益力の向上並びに事業基盤の強化を図るも
のです。
２．本組織再編後の本統合会社の状況
①名称
株式会社住理工ホーステックス
②所在地
京都府綾部市とよさか町 1 番地
③代表者の役職・氏名
代表取締役社長
蜷川 広一
④事業内容
液圧用ホース、布巻ホース他、各種産業用ホースおよび関連製品
の製造および販売
⑤資本金
3,000,000,000 円（予定）
⑥決算期
3 月末
⑦大株主および持株比率
住友理工株式会社
100%
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３．本合併の要旨
（１）本合併の方式
住理工ホーステックスを存続会社、住理工ホース販売を消滅会社とする吸収合併を行います。
（２）本合併の日程
合併決議取締役会（当社）
合併契約締結日
合併契約承認株主総会（住理工ホーステックス）
合併契約承認株主総会（住理工ホース販売）
合併期日（効力発生日）

2018 年 2 月 27 日
2018 年 4 月 2 日（予定）
2018 年 4 月 18 日（予定）
2018 年 4 月 18 日（予定）
2018 年 7 月 1 日（予定）

（３）本合併にかかる割当ての内容
本合併は当社の完全子会社間の合併であるため、本合併による株式その他の金銭の割当てはあ
りません。
（４）本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い
該当事項はありません。
（５）本合併の当事会社の概要

①名称
②所在地
③代表者の役職・氏名
④事業内容

⑤資本金
⑥設立年月日
⑦発行済株式数
⑧決算期
⑨大株主および持株比率
⑩上場会社と当 資本関係
該会社の関係
人的関係

取引関係

存続会社

消滅会社

株式会社住理工ホーステックス
京都府綾部市とよさか町 1 番地
代表取締役社長
蜷川 広一
液圧用ホース、布巻ホース他、
各種産業用ホースおよび関連製
品の製造および販売

住理工ホース販売株式会社
愛知県小牧市若草町 86 番地
代表取締役社長
後藤 不二雄
液圧用ホースのアセンブリ加工
および販売ならびに布巻ホース
他、各種産業用ホースおよび関
連製品の仕入および販売
300,000,000 円
1974 年 4 月 23 日
17,756 株
3 月末
住友理工株式会社 100%
当社の完全子会社であります。
当社の取締役 2 名が当該会社の
取締役を兼任しております。ま
た、当社監査役 1 名が当該会社
の監査役を兼任しております。
当社は同社との間に業務委託の
取引関係があり、また、資金の
貸付を行っております。

1,000,000,000 円
2013 年 12 月 6 日
20,000 株
3 月末
住友理工株式会社 100%
当社の完全子会社であります。
当社の取締役 2 名が当該会社の
取締役を兼任しております。ま
た、当社監査役 1 名が当該会社
の監査役を兼任しております。
当社は同社との間に原材料売買
および業務委託の取引関係があ
り、また、資金の貸付を行って
おります。
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（６）直前事業年度の財政状態および経営成績（2017 年 3 月期）
住理工ホーステックス
純資産
総資産
１株当たり純資産
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
１株当たり当期純利益

901 百万円
9,790 百万円
45,048.44 円
6,105 百万円
△297 百万円
△201 百万円
△44 百万円
△2,211.89 円

住理工ホース販売
1,156 百万円
3,756 百万円
65,115.20 円
6,806 百万円
△44 百万円
△42 百万円
△42 百万円
△2,387.33 円

（７）合併後の状況
上記「２．本組織再編後の本統合会社の状況」参照。
なお、本合併会社の本増資実行前の資本金は、住理工ホース販売の資本金（300,000,000 円）
を本合併会社の資本剰余金に組入予定であることから、本合併前の住理工ホーステックスと同一
（1,000,000,000 円）となる予定です。
（８）今後の見通し
本合併による当社業績への影響は軽微にとどまる見込みです。
（本頁以下余白）
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４．本増資について
（１）異動の方法
当社が保有する本中国子会社の持分 64.18%の現物出資（払込金額 2,182.2 百万円）による増資
（２）持分の移転先となる会社の概要
株式会社住理工ホーステックス（上記「３．本合併の要旨」の「
（５）本合併の当事会社の概
要」の「存続会社」参照）
なお、本合併会社の本増資実行前の資本金は、住理工ホース販売の資本金（300,000,000 円）
を本合併会社の資本剰余金に組入予定であることから、本合併前の住理工ホーステックスと同一
（1,000,000,000 円）となる予定です。
（３）持分の移転先となる子会社にかかる所有株式の状況
①現物出資前の所有株式数
20,000 株
（当社所有割合 100% 議決権個数 20,000 個）
②現物出資による割当株式数
43,644 株
（議決権個数 43,644 個）
③現物出資後の所有株式数
63,644 株
（当社所有割合 100% 議決権個数 63,644 個）
（４）子会社から孫会社に異動する会社の概要
①名称
東海橡塑(合肥)有限公司
②所在地
中華人民共和国 安徽省合肥市経済技術開発区方興大道 679 号
③代表者の役職・氏名
董事長
内藤 肇
④事業内容
高圧ホースの製造および販売
⑤資本金
3,400,000,000 円
⑥設立年月日
2004 年 4 月 23 日
⑦決算期
12 月末
⑧異動前の出資者および持分
住友理工株式会社
89.18%
比率
フコク物産株式会社
10.82%
⑨上場会社と当 資本関係
当社は当該会社の持分の 89.18%を所有しております。
該会社の関係
人的関係
当社の取締役 1 名が当該会社の董事長を兼任しております。ま
た、当社監査役 1 名が当該会社の監事を兼任しております。
取引関係
取引関係はありません。
⑩異動後の出資者および持分
株式会社住理工ホーステックス
64.18%
比率
住友理工株式会社
25.00%
フコク物産株式会社
10.82%
⑪当該会社の最近 3 年間の財政状態および経営成績
決算期
2014 年 12 月期
2015 年 12 月期
2016 年 12 月期
264,140 千元
240,321 千元
246,742 千元
純資産
（4,490 百万円）
（4,085 百万円）
（4,195 百万円）
350,698 千元
304,563 千元
304,455 千元
総資産
（5,962 百万円）
（5,178 百万円）
（5,176 百万円）
234,501 千元
170,767 千元
210,202 千元
売上高
（3,987 百万円）
（2,903 百万円）
（3,573 百万円）
△3,199 千元
△20,900 千元
5,943 千元
営業利益
（△54 百万円）
（△355 百万円）
（101 百万円）
△2,293 千元
△23,819 千元
6,421 千元
当期純利益
（△39 百万円）
（△405 百万円）
（109 百万円）
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全期間 1 人民元＝17 円で換算
（５）異動の日程
取締役会決議日（当社）
効力発生日

2018 年 2 月 27 日
2018 年 7 月 1 日（予定）

（６）今後の見通し
本増資による当社業績への影響は軽微にとどまる見込みです。

以 上
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