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２０２２年７月８日 

 会社名  東洋インキＳＣホールディングス株式会社 

 代表者名  代表取締役社長  髙島 悟 

（コード番号４６３４ 東証プライム）

 問合せ先  執行役員グループ総務部長 加野 雅之 

電話番号  ０３－３２７２－５７３１（代表） 

当社グループの印刷・情報関連事業の再編に伴う連結子会社間の合併に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、印刷・情報関連事業を再編する目的で、当社 

１００％子会社である東洋インキ株式会社と同じく当社１００％子会社である６社（東洋

インキ北海道株式会社、東洋インキ東北株式会社、東洋インキ中四国株式会社、東洋イン

キ九州株式会社、東洋インキグラフィックス株式会社および東洋インキグラフィックス西

日本株式会社）を合併することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた

します。 

記 

１．合併の目的 

 東洋インキ株式会社は印刷関連市場に各種製品群を事業展開しており、東洋インキ北海

道株式会社、東洋インキ東北株式会社、東洋インキ中四国株式会社、東洋インキ九州株式

会社、東洋インキグラフィックス株式会社、東洋インキグラフィックス西日本株式会社は

それら製品群を各エリアに対して販売活動を推進してまいりました。今般の経営統合によ

り、当該市場環境に迅速対応可能な柔軟な組織体制とし、ＤＸ活用などによる業務効率化

を図り、環境対応製品群を中心としたソリューション、サービスといったお客様への持続

的価値提供に繋げてまいります。社会ニーズに即応する環境対応パッケージ製品および高

機能製品などの新規市場への取組も強化してまいります。 

２．合併の要旨 

(1) 合併の日程

・合併承認取締役会（当社）   ２０２２年７月８日 

・合併承認取締役会（合併当事会社）  ２０２２年８月上旬（予定） 

・合併契約締結（合併当事会社） ２０２２年８月中旬（予定） 

・合併契約承認株主総会（合併当事会社）   ２０２２年８月中旬（予定） 

・合併期日（効力発生日）   ２０２３年１月１日（予定） 
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(2) 合併方式 

   東洋インキ株式会社を存続会社とする吸収合併方式とし、東洋インキ北海道株式会

社、東洋インキ東北株式会社、東洋インキ中四国株式会社、東洋インキ九州株式会社、

東洋インキグラフィックス株式会社および東洋インキグラフィックス西日本株式会社

の６社（以下、当該６社を総称して「消滅会社」といいます）は解散いたします。 

(3) 合併に係る割当ての内容等 

   当社が１００％出資する子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはあり

ません。また、合併による新株発行、資本金の増減もありません。 

 (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（２０２１年１２月３１日現在） 

 【吸収合併存続会社の概要】 

商 号 東洋インキ株式会社 

事業内容 
印刷・情報関連およびパッケージ関連の印刷インキの 

製造・販売 

設立年月日 ２０１１年４月１日 

本店所在地 東京都中央区京橋２丁目２番１号 

代表者 柳 正人 

資本金 ５００百万円 

発行済株式総数 １０，０００株 

決算期 １２月３１日 

従業員数 ６５２名 

直前事業年度の経営成績および財政状態（２０２１年１２月期） 

 総資産 ５８，０６４百万円 

 純資産 １１，１２９百万円 

 １株当たり純資産 １，１１２，９９１円 

 売上高 ９１，８４２百万円 

 営業利益 ５４百万円 

 経常利益 １１９百万円 

 当期純利益 １４１百万円 

 1株当たり当期純利益 １４，１６５円 
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【吸収合併消滅会社の概要】 

商 号 東洋インキ北海道株式会社 

事業内容 
北海道エリアにおける東洋インキグループ製品の販

売・サービス 

設立年月日 １９９９年９月２１日 

本店所在地 北海道札幌市西区西町南１１丁目１番３６号 

代表者 輪島 耕介 

資本金 ３００百万円 

発行済株式総数 ６，００１株 

決算期 １２月３１日 

従業員数 ２１名 

直前事業年度の経営成績および財政状態（２０２１年１２月期） 

 総資産 １，６１０百万円 

 純資産 ３７８百万円 

 １株当たり純資産 ６３，０３４円 

 売上高 ２，４５０百万円 

 営業利益 ２４百万円 

 経常利益 ２４百万円 

 当期純利益 １３百万円 

 1株当たり当期純利益 ２，２８６円 

 

商 号 東洋インキ東北株式会社 

事業内容 
東北エリアにおける東洋インキグループ製品の販売・

サービス 

設立年月日 １９９９年１０月２１日 

本店所在地 宮城県仙台市泉区明通３丁目２７番 

代表者 山下 義幸 

資本金 ３００百万円 

発行済株式総数 ６，００１株 

決算期 １２月３１日 

従業員数 ２０名 

直前事業年度の経営成績および財政状態（２０２１年１２月期） 

 総資産 １，８０３百万円 

 純資産 ５４０百万円 

 １株当たり純資産 ９０，１１４円 
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 売上高 ２，７１４百万円 

 営業利益 △１０百万円 

 経常利益 △８百万円 

 当期純利益 △７百万円 

 1株当たり当期純利益 △１，１８６円 

 

商 号 東洋インキ中四国株式会社 

事業内容 
中国・四国エリアにおける東洋インキグループ製品の

販売・サービス 

設立年月日 １９９９年９月２１日 

本店所在地 広島県広島市中区橋本町１０番６号 

代表者 寺本 博 

資本金 ３４０百万円 

発行済株式総数 ６，８０１株 

決算期 １２月３１日 

従業員数 ３７名 

直前事業年度の経営成績および財政状態（２０２１年１２月期） 

 総資産 ６，２６２百万円 

 純資産 １，３５５百万円 

 １株当たり純資産 １９９，２８５円 

 売上高 １０，１０２百万円 

 営業利益 ３９３百万円 

 経常利益 ３９７百万円 

 当期純利益 ２７１百万円 

 1株当たり当期純利益 ３９，９３０円 

 

商 号 東洋インキ九州株式会社 

事業内容 
九州エリアにおける東洋インキグループ製品の販売・

サービス 

設立年月日 １９９９年１０月２１日 

本店所在地 福岡県福岡市東区松島４丁目１２番１号 

代表者 古林 靖夫 

資本金 ３００百万円 

発行済株式総数 ６，００１株 

決算期 １２月３１日 
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従業員数 ３８名 

直前事業年度の経営成績および財政状態（２０２１年１２月期） 

 総資産 ４，２０７百万円 

 純資産 ７５８百万円 

 １株当たり純資産 １２６，４４８円 

 売上高 ７，００３百万円 

 営業利益 ８８百万円 

 経常利益 ８８百万円 

 当期純利益 ５９百万円 

 1株当たり当期純利益 ９，８６４円 

 

商 号 東洋インキグラフィックス株式会社 

事業内容 
関東信越エリアにおける印刷インキを主とする東洋イ

ンキグループ製品の販売・サービス 

設立年月日 １９７２年１０月２日 

本店所在地 東京都板橋区加賀１丁目２２番１号 

代表者 芹澤 登史也 

資本金 ２８百万円 

発行済株式総数 ２８，０００株 

決算期 １２月３１日 

従業員数 ５５名 

直前事業年度の経営成績および財政状態（２０２１年１２月期） 

 総資産 ７，６４８百万円 

 純資産 ６８７百万円 

 １株当たり純資産 ２４，５６２円 

 売上高 １３，８３０百万円 

 営業利益 ４２４百万円 

 経常利益 ４１７百万円 

 当期純利益 ２６４百万円 

 1株当たり当期純利益 ９，４４３円 

 

商 号 東洋インキグラフィックス西日本株式会社 

事業内容 
近畿エリアにおける印刷インキを主とする東洋インキ

グループ製品の販売・サービス 

設立年月日 １９７５年４月１日 
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本店所在地 大阪府寝屋川市讃良西町６番６号 

代表者 楠井 利康 

資本金 １０百万円 

発行済株式総数 １０，０００株 

決算期 １２月３１日 

従業員数 １３名 

直前事業年度の経営成績および財政状態（２０２１年１２月期） 

 総資産 ８５０百万円 

 純資産 ２４８百万円 

 １株当たり純資産 ２４，８８０円 

 売上高 １，４４０百万円 

 営業利益 ２９百万円 

 経常利益 ２９百万円 

 当期純利益 １９百万円 

 1株当たり当期純利益 １，９０２円 

 

４．合併後の状況 

 本合併による吸収合併存続会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および

決算期に変更はありません。 

 

５．業績に与える影響 

当社の１００％子会社同士の合併であり、連結業績に与える影響は軽微です。 

                                        

以上 


