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連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ
当社は、平成 23 年２月４日開催の取締役会において、当社の 100％出資の連結子会社であるユアサＲ＆
Ｓ株式会社（以下「ユアサＲ＆Ｓ」という）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
なお、本件合併は、100％子会社を対象とする吸収合併（以下「本合併」という）であるため、開示事
項・内容を一部省略して開示しております。
記
１．合併の目的
当社は、ユアサＲ＆Ｓを平成 20 年１月 28 日に設立し、平成 20 年２月 15 日付で当社とＪＡ三井リース
株式会社（以下「ＪＡ三井リース」という）との間で締結された企業提携契約に基づき、平成 20 年３月
31 日に当社の建設機械部門を会社分割（吸収分割）によりユアサＲ＆Ｓに事業承継を行い、当社とＪＡ三
井リースの合弁会社として運営してまいりました。しかし、平成 22 年 11 月 19 日付「子会社における業務
及び資本提携の解消に関するお知らせ」
にて公表いたしましたとおり、
企業提携契約を解約するとともに、
平成 22 年 11 月 22 日にＪＡ三井リースが所有しておりました全株式を当社が取得することにより、
ユアサ
Ｒ＆Ｓを 100%子会社といたしております。
今般、当社他部門とのシナジー効果を高め、総合力を活かした商品提案やソリューション機能の充実と
経営資源の有効活用による事業運営の効率化を目的に、
ユアサＲ＆Ｓを吸収合併することといたしました。
２．合併の要旨
（1） 合併の日程
合併決議取締役会
平成 23 年２月４日
合併契約締結
平成 23 年２月４日
合併予定日（効力発生日） 平成 23 年４月１日（予定）
（注） 本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併並びに同法第 784 条第 1 項に定める
略式合併の規定により、当社及びユアサＲ＆Ｓにおいて株主総会の承認を得ることなく行う
ものであります。
（2） 合併方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、ユアサＲ＆Ｓは効力発生日をもって解散いたします。
（3） 合併に係る割当の内容
ユアサＲ＆Ｓは、当社の 100％子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加、
並びに合併交付金の支払いはありません。
（4）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

３．合併当事会社の概要（平成 22 年３月 31 日現在）
吸収合併存続会社
吸収合併消滅会社
(１)商号
ユアサ商事株式会社
ユアサＲ＆Ｓ株式会社
(２)代表者
代表取締役社長 佐藤 悦郎
代表取締役社長 鈴木 道広
東京都中央区日本橋大伝馬町 13 番 10 号 東京都中央区日本橋大伝馬町 13 番 10 号
(３)本店所在地
(４)設立年月日
大正８年６月 25 日
平成 20 年１月 28 日
(５)主な事業内容
専門商社（工作機械、産業機器、管材・ 建設機械・資材の販売及びリース・レ
空調、住宅・建材、建設機械、燃料など ンタル
の国内販売及び輸出入事業）
(６)決算期
３月 31 日
３月 31 日
(７)資本金
20,644 百万円
400 百万円
(８)総資産
172,268 百万円（連結）
15,467 百万円（単体）
(９)純資産
26,724 百万円（連結）
101 百万円（単体）
(10)1 株当たり純資産
120.48 円（連結）
1,014,379.25 円（単体）
(11)売上高
309,196 百万円（連結）
21,889 百万円（単体）
(12)営業利益
204 百万円（連結）
△292 百万円（単体）
(13)経常利益
△87 百万円（連結）
△117 百万円（単体）
(14)当期純利益
△5,133 百万円（連結）
△336 百万円（単体）
(15)1 株当たり当期純利益 △24.03 円（連結）
△3,362,195.09 円（単体）
(16)発行済株式数
231,558,826 株
100 株
(17)主要株主及び所有割合 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6.06% ユアサ商事株式会社
100%
株式会社三井住友銀行
2.74% （平成 22 年 11 月 22 日現在）
東部ユアサやまずみ持株会
2.62%
西部ユアサやまずみ持株会
2.54%
ユアサ炭協持株会
2.53%
(注)１ 当社は、平成 22 年 11 月 22 日にＪＡ三井リースが所有しておりましたユアサＲ＆Ｓの全株式を取得した
ことにより、ユアサＲ＆Ｓを当社の 100%子会社としております。
２ 当社は、平成 22 年３月 31 日現在、自己株式を 15,313 千株所有しておりますが、上記の主要株主及び所
有割合から除いております。
３ 吸収合併消滅会社であるユアサＲ＆Ｓは、事業の見直しと経費削減を実践していることから、平成 23 年
３月期の単体業績予想は、売上高 20,500 百万円、営業利益 100 百万円、経常利益 150 百万円、当期純利
益 140 百万円を見込んでおります。
４．合併後の状況
本合併による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更は
ありません。
５．今後の見通し
本合併は、当社と当社の 100%子会社との合併であり、合併による連結業績への直接的な影響はありま
せん。
（ご参考）当社の当期業績予想（平成 22 年５月 14 日公表）
（単位：百万円）
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