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合併に関するお知らせ

当社と当社⼦会社である安宅建材株式会社（以下、安宅建材）は、平成17年12⽉26⽇にそれぞれ開催した取締

役会において、平成18年4⽉1⽇を合併期⽇とする合併契約書を締結することを決議しましたのでお知らせいたし

ます。

記

１．合併の⽬的

� 既にお知らせしていますとおり、平成17年10⽉3⽇付で当社は安宅建材の発⾏済株式の過半数を、両社の事業

統合を視野に⼊れた合意に基づいて取得し、以後、両社は合併に向けた検討を重ねて参りました。

そして、この度、両社の建材流通事業における営業基盤、ノウハウ、経営資源の効果的な活⽤によるシナジー

の追求を⽬指し、従来以上に質の⾼いサービスを顧客に提供していくことを⽬的として、合併することといた

しました。

現在の住宅関連資材業界においては、市場の成熟化に伴い、熾烈な競争環境のもと製造・流通ともにスケール

メリットを追求した業界再編が進⾏し、厳しい環境が続いています。

本合併により、建材流通事業において更なる顧客基盤の拡充と両社の強みを相互活⽤した⾼付加価値の営業展

開を図り、同事業の拡⼤と収益⼒の強化を推進してまいります。

また、本合併により、住友林業グループは、「総合住⽣活関連事業」をグローバルに展開する企業グループと

しての総合⼒を⼀段と活かし、様々なステークホルダーの期待に応えられる体制を確⽴してまいります。

２．合併の要旨

� 合併契約書の締結によって予定されている本合併の要旨は以下のとおりです。

(1) 合併の⽇程 �

合併契約書承認取

締役会

�平成17年12⽉26⽇

合併契約書調印 �平成17年12⽉26⽇

合併契約書承認株

主総会

�当社は商法第413条ノ3第1項の規定により、株主総会の承認を得ずに合併

する予定です。

安宅建材は平成18年1⽉26⽇に合併契約書承認の為の臨時株主総会の開催

を予定しています。

合併期⽇ �平成18年�4⽉�1⽇（予定）

合併登記 �平成18年�4⽉�3⽇（予定）

(2) 合併⽅法 住友林業を存続会社とする吸収合併⽅式で、安宅建材は解散いたします。

(3) 合併⽐率 �

会社名 当社 安宅建材

合併⽐率 １ ６

� 1. 株式の割当⽐率

� � 安宅建材普通株式１株に対して、住友林業普通株式６株を割当交付致します。

但し、当社および安宅建材が所有する安宅建材普通株式550,900株については新株式の割当はおこな

いません。また安宅建材株主に対する配当に代わる合併交付⾦は交付いたしません。

http://sfc.jp/


なお、前記合併⽐率は、算定根拠となる諸条件に重⼤な変更が⽣じた場合、両社協議のうえ変更するこ

とがあります。

� 2. 合併⽐率の算定根拠

� � 合併⽐率については、公平性と妥当性を期すため、第三者機関のエスエヌコーポレートアドバイザリー

株式会社に合併⽐率の算定を依頼し、算定結果を参考に両社で協議し決定しております。

� 3. 合併により発⾏する新株式数

� � 普通株式 � 806,358株

� � ※⾃⼰普通株式688,242株との合計1,494,600株を割当。

� � （株券交付⽇：平成18年4⽉1⽇以降を予定。）

� � 新株発⾏後の発⾏済株式総数は次のとおりです。

� � 新株発⾏前 新株発⾏後

176,603,881株 177,410,239株

３．合併当事会社（単独）の概要

（平成17年9⽉末現在）

(1) 商号 住友林業株式会社

(合併会社)

安宅建材株式会社

(被合併会社)

(2) 事業内容 ⼭林の経営／原⽊、製材品、

チップ、普通合板、⼆次加⼯

合板、繊維板、⾦属建材、住

宅機器等の売買／注⽂住宅の

建築／建売住宅及び宅地の売

買、インテリア商品の売買／

集合住宅、ビル等の建築、売

買、賃貸借

各種住宅建築資材及び住

宅機器の販売

(3) 設⽴年⽉⽇ 昭和23年2⽉20⽇ 昭和51年11⽉16⽇

(4) 本店所在地 東京都千代⽥区丸の内⼀丁⽬

8番1号

東京都千代⽥区⼤⼿町⼀

丁⽬6番1号

(5) 代表者 取締役社⻑ ⽮野 ⿓ 取締役社⻑ 井上 守

(6) 資本⾦ 27,672�百万円 400�百万円

(7) 発⾏済株式総数 176,603,881株 800,000�株

(8) 株主資本 146,228�百万円 5,337�百万円

(9) 総資産 361,592�百万円 49,759�百万円

(10)決算期 3�⽉ 3�⽉

(11)従業員数 4,314�⼈ 165�⼈

(12)主要取引先 株式会社ジューテック ナイス株式会社

朝⽇ウッドテック株式会社 津⽥産業株式会社

通商株式会社 株式会社飯⽥産業

株式会社丸産業 ジャパン建材株式会社

(13)⼤株主及び

持株⽐率

⽇本マスタートラスト

信託銀⾏株式会社(信

託⼝)

8.82% 住友林業株式会

社 

68.10%

住友⾦属鉱⼭株式会社5.72% ニチハ株式会社 5.50%

株式会社伊予銀⾏ 3.31% 株式会社ノダ 5.00%

⽇本トラスティ・サー

ビス

信託銀⾏株式会社(信

託⼝)

3.10% 吉野⽯膏株式会

社

5.00%

住友商事株式会社 2.48% ⼤倉⼯業株式会 3.00%



社

(14)主要取引銀⾏ 株式会社三井住友銀⾏ 株式会社三井住友銀⾏

株式会社住友信託銀⾏ 株式会社ＵＦＪ銀⾏

株式会社東京三菱銀⾏ 農林中央⾦庫

株式会社伊予銀⾏ 株式会社みずほ銀⾏

(15)当事会社

の関係

資本関係合併会社は、被合併会社の株式を68.10%を保有

⼈的関係合併会社は、被合併会社に役員２名を派遣

取引関係輸⼊製品、合板の売買等

注) (5)安宅建材の取締役社⻑である井上�守は平成17年10⽉3⽇付で就任しております。

注) (13)⼤株主及び持株⽐率に記載の安宅建材の内容は平成17年12⽉26⽇現在となります。

４．最近３決算期の業績（単独）

（単位：百万円）

� 住友林業株式会社（合併会社） 安宅建材株式会社（被合併会

社）

決算期 平成15年

3⽉期

平成16年

3⽉期

平成17年

3⽉期

平成15年

3⽉期

平成16年

3⽉期

平成17年

3⽉期

売上⾼ 564,487 571,275 598,853 121,413 118,807 123,439

営業利益 7,089 14,634 13,991 464 751 752

経常利益 8,862 15,361 15,477 457 658 617

当期純利益 ▲16,315 7,811 7,136 120 259 305

⼀株当たり

当期純利益(円) ▲92.50 44.13 40.32 137.29 311.24 366.38

⼀株当たり

配当⾦(円) 10 13 13 40 50 50

⼀株当たり

株主資本(円) 703.18 777.17 805.422,923.803,185.053,501.44

５．合併後の状況

(1) 商号 ： 住友林業株式会社

(2) 事業内容 ： ⼭林の経営

原⽊、製材品、チップ、普通合板、⼆次加⼯合板、繊維

板、⾦属建材、住宅機器等の売買

注⽂住宅の建築

建売住宅及び宅地の売買、インテリア商品の売買

集合住宅、ビル等の建築、売買、賃貸借

(3) 本店所在地 ： 東京都千代⽥区丸の内⼀丁⽬8番１号

(4) 代表者 ： 取締役社⻑ ⽮野 ⿓

(5) 資本⾦ ： 27,672百万円

(6) 総資産 ： 411,351百万円（49,759百万円）

※平成17年9⽉末現在の総資産を単純合算したもの�

注）（ ）内は合併による増加⾒込み分

(7) 決算期 ： ３⽉

(8) 業績に与える影響 ： 当該合併による平成18年3⽉期の連結および単独業績への

影響は軽微であります。

６．合併後の業績⾒通しについて

� 平成19年3⽉期の業績⾒通しについては現在精査中であり、明らかになり次第、改めてお知らせいたします。

�



以上

＜本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。＞

住友林業株式会社

コーポレート・コミュニケーション室 佐野

ＴＥＬ：０３－３２１４－２２７０
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