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 持分法適用関連会社の異動（連結子会社化）に関するお知らせ  
 

 

 当社は、2020 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である昌栄印刷株式

会社（以下、「昌栄印刷」）の株式を追加取得することについて決議いたしました。これにより、当社グ

ループにおける持分比率は 40%以上となり、実質支配基準により昌栄印刷は当社の連結子会社に該当す

ることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株式取得の理由 

昌栄印刷は、高度な特殊印刷技術と情報加工技術を有し、有価証券印刷やＩＣカード等の製

造・加工・販売を営む会社であり、2006 年 4 月に当社の持分法適用関連会社となりました。 

今回、当該会社を連結子会社化することにより、経済環境の変化に対応する基盤強化および競

争力強化、既存事業のシナジー効果の発揮を図るとともに、当該会社が保有する印刷加工および

情報加工技術による、新製品開発の機能拡充に努めてまいります。 

 

２． 異動する子会社の概要（2019 年 3 月末現在） 

（1）商号 昌栄印刷株式会社 

（2）所在地 大阪府大阪市生野区桃谷一丁目 3番 23 号 

（3）代表者 代表取締役社長 山口正明 

（4）事業内容 
有価証券・カード・帳票・磁気記録関連製品等の製造・加工・販

売および情報処理関連事業 

（5）資本金 100 百万円 

（6）設立年月日 1918 年 4 月 19 日 

（7）大株主及び持株比率 

栄紙業株式会社 

東央商事株式会社 

三弘株式会社 

三和紙工株式会社 

当社 

16.76％ 

12.14％ 

10.61％ 

10.40％ 

4.39％ 

（8）上場会社と当該会社と

の関係 

資本関係 

当社の持分法適用関連会社であり、当該会社の議決

権を当社が 4.39％、当社子会社が 10.40％保有して

おります。 

人的関係 

当該会社の役員のうち 4 名は、当社役員 3 名が兼任

しており、当社従業員 1 名が兼務しております。ま

た、当該会社の監査役を当社従業員が兼務しており

ます。 

取引関係 
当社と当該会社とは製品等の売買を行っておりま

す。 
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（9）当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2017 年 

3 月期 

2018 年 

3 月期 

2019 年 

3 月期 

2020 年 

3 月期（見込） 

純資産 （百万円） 3,162 3,322 2,896 2,915 

総資産 （百万円） 7,960 8,381 8,347 8,366 

1 株当たり純資産 （円） 2,024 2,126 1,853 1,866 

売上高 （百万円） 5,207 4,914 5,345 4,968 

営業利益 （百万円） △165 8 △98 333 

経常利益 （百万円） △115 47 △60 365 

当期純利益 （百万円） △120 40 △183 19 

1 株当たり 

当期純利益 

（円） △77 25 △117 12 

1 株当たり配当金 （円） － 5 － 5 

 

３． 株式取得の相手先の概要 

① 

（1） 氏名 栄紙業株式会社 

（2） 所在地 東京都中央区京橋一丁目 1番 9号 

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役 廣瀬信雄 

（4） 上場会社と当該会社の関係 

資本関係 
当該会社は当社の普通株式 667 千株

（6.42％）を保有しております。 

人的関係 
当社より当該会社に従業員 1 名を派遣して

おります。 

取引関係 
当社は当該会社に製品を販売しておりま

す。 

 

② 

（1） 氏名 東央商事株式会社 

（2） 所在地 東京都中央区京橋一丁目 1番 9号 

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役 高橋 勉 

（4） 上場会社と当該会社の関係 

資本関係 
当該会社は当社の普通株式 99 千株

（0.95％）を保有しております。 

人的関係 記載すべき事項はありません。 

取引関係 記載すべき事項はありません。 

 

③ 

（1） 氏名 株式会社尾澤薬舗 

（2） 所在地 東京都新宿区神楽坂 4丁目 1番地 

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役 大澤 泉 

（4） 上場会社と当該会社の関係 

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 該当事項はありません。 

   ※栄紙業株式会社、東央商事株式会社および株式会社尾澤薬舗は、いずれも非上場会社のため、

事業内容、資本金、設立年月日、純資産、総資産、大株主及び持株比率について記載を省略し

ております。 

 

④ 

（1） 氏名 井上雄介 

（2） 上場会社と当該個人の関係 資本関係 
当社の普通株式 98 千株（0.94％）を保有し

ております。 



人的関係 
当社の役員であり、当該会社の取締役を兼

任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

⑤ 

（1） 氏名 山口正明 

（2） 上場会社と当該個人の関係 

資本関係 当社の普通株式 1 千株（0.00％）を保有し

ております。 

人的関係 当社の役員であり、当該会社の代表取締役

を兼任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

⑥ 

（1） 氏名 古谷治正 

（2） 上場会社と当該個人の関係 

資本関係 当社の普通株式 2 千株（0.01％）を保有し

ております。 

人的関係 当社の従業員であり、当該会社の監査役を

兼務しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

   ※井上雄介、山口正明および古谷治正の住所につきましては、本人からの強い要請により公表を

控えさせて頂きます。 

 

⑦ 

（1） 氏名 その他個人株主 10 名。 

（2） 上場会社と当該個人の関係 

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 該当事項はありません。 

   ※その他個人株主 10 名の氏名および住所につきましては、相手先からの強い要請により公表を

控えさせて頂きます。 

 

４． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（1）移動前の所有株式数 68,600 株（4.39%） 

（2）取得株式数 394,050 株（25.22%） 

（3）取得価額 157 百万円 

（4）異動後の所有株式数 462,650 株（29.61%） 

※上記のほか、当社子会社である三和紙工株式会社が 162,500 株（10.40%）を保有しており、 

当社グループの持分は 40.01%となります。 

 

５． 日程 

（1）取締役会決議日 2020 年 3 月 27 日（本日） 

（2）株式譲渡契約締結日（予定） 2020 年 3 月 30 日 

（3）株式譲渡実行日（予定） 2020 年 3 月 30 日 

 

６． 今後の見通し 

 本件により、2020 年 3 月期の連結決算における今後の連結業績に与える影響につきましては、

現在精査中であり、今後、業績予想の修正が必要とされる場合には、速やかにお知らせいたしま

す。 

 

 

 以上 

 


