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ＳＲホールディングス株式会社の株式取得（子会社化）及び 

眞保炉材工業株式会社（特定子会社及び孫会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 29年 3月 21 日開催の取締役会において、ＳＲホールディングス株式会社（本

社 神奈川県川崎市、以下「ＳＲホールディングス」）の自己株式を除く発行済株式の全てを取

得し子会社化することを決議し、下記の通り株式譲渡契約を締結いたしましたのでお知らせい

たします。 

なお、ＳＲホールディングスを子会社化することで、同社の子会社である眞保炉材工業株

式会社（本社 神奈川県川崎市、以下「眞保炉材工業」）が当社の特定子会社及び孫会社とな

ります。 

 

記 

 

１．本件統合の理由 

ＳＲホールディングスを子会社化することにより、ＳＲホールディングスの子会社である眞保

炉材工業が当社の孫会社となります。眞保炉材工業は 1958 年（昭和 33 年）に設立された築炉工事会

社であり、キュポラの築造・補修工事、アルミ溶解炉やアルミ保持炉の保温・耐火工事などを手掛

けるほか、耐火材料の製造・販売等を行っております。築炉事業の強化と、顧客基盤の拡充を図

りたいという両社のニーズが合致し、当社がＳＲホールディングスの自己株式を除く発行済株式

の全てを取得し、子会社化することといたしました。 

当社は上記統合による相乗効果をねらい、眞保炉材工業と当社技術の融合を図ることで、ブラン

ド力、販路を最大限に活用し、営業力強化と技術力強化を進めてまいります。 

 

  



２．異動する子会社の概要 

ＳＲホールディングス株式会社 

(１) 名称 ＳＲホールディングス株式会社 

(２) 所在地 
神奈川県川崎市川崎区東田町 5番地 2 

川崎野村證券ビル 4Ｆ 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 眞保 宏郎 

(４) 事業内容 

１．不動産の賃貸管理並びに賃貸不動産の保守 

２．不動産の売買及び仲介 

３．有価証券の取得及び保有 

４．築炉工事請負 

５．工業用及び建築用耐火材料の販売 

６．前各号に関連する事業並びに他社への投資 

(５) 資本金 8,000 千円 

(６) 設立年月日 平成 25 年 4 月 2日 

(７) 発行済株式数 60,000 株 

(８) 大株主及び持株比率 
個人株主 4名 70％ 

自己株式 30％ 

(９) 
上場会社と当該会社との

間の関係 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべ

き資本関係はありません。また、当社

の関係者及び関係会社と当該会社の

関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき資本関係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、認識すべ

き人的関係はありません。また、当社

の関係者及び関係会社と当該会社の

関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき人的関係はありません 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 
該当事項はありません。 

(10) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 26 年 9 月期 平成 27 年 9 月期 平成 28 年 9 月期

純資産 75,712 74,684 73,686

総資産 77,388 75,366 74,296

１株当たり純資産(円) 1,262 円 1,245 円 1,228 円

売上高 － － －

営業利益 △568 △1,432 △1,366

経常利益 43 △848 △818

当期純利益 △137 △1,028 △998

１株当たり当期純利益(円) △2.28 円 △17.13 円 △16.63 円

１株当たり配当金(円) 0.00 円 0.00 円 0.00 円

（単位：千円。特記しているものを除く） 

 



３．異動する特定子会社及び孫会社の概要 

眞保炉材工業株式会社 

(１) 名称 眞保炉材工業株式会社 

(２) 所在地 
神奈川県川崎市川崎区東田町 5番地 2 

川崎野村證券ビル 4Ｆ 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 眞保 宏郎 

(４) 事業内容 

１．築炉工事請負 

２．工業用及び建築用耐火材料の販売 

３．不動産賃貸業務 

４．前各号に関連する事業並びに他会社への投資 

５．前各号に付帯する一切の業務 

(５) 資本金 30,000 千円 

(６) 設立年月日 昭和 33 年 8 月 18 日 

(７) 発行済株式数 60,000 株 

(８) 大株主及び持株比率 ＳＲホールディングス株式会社 100％ 

(９) 
上場会社と当該会社との

間の関係 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載す

べき資本関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と当該

会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき資本関係はありませ

ん。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、認識す

べき人的関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と当該

会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき人的関係はありませ

ん。 

取引関係 
当社は当該会社との間で製品の売上、

仕入に関する取引があります。 

関連当事者への

該当状況 
該当事項はありません。 

(10) 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 26 年 7 月期 平成 27 年 7 月期 平成 28 年 7 月期

純資産 322,550 319,126 333,698

総資産 907,492 852,617 1,042,328

１株当たり純資産(円) 5,376 円 5,319 円 5,562 円

売上高 884,003 829,210 887,936

営業利益 34,903 13,348 30,407

経常利益 45,571 9,054 34,959

当期純利益 18,925 △3,424 14,572

１株当たり当期純利益(円) 315.42 円 △57.06 円 242.86 円

１株当たり配当金(円) 0.00 円 0.00 円 0.00 円

（単位：千円。特記しているものを除く） 

 



３．本件株式取得の概要 

(１)本件株式取得の日程 

株式譲渡契約締結決議取締役会 平成 29 年 3 月 21 日 

株式譲渡契約の締結 平成 29 年 3 月 21 日 

株式取得日 平成 29 年 4 月 3日（予定） 

 

(２)本件株式取得の相手先 

① 氏名 眞保 宏郎 

② 住所 東京都世田谷区 

③ 上場会社と当該個人の関係 

当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき

資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社

の関係者及び関係会社と当該個人及び当該個人の関係

者との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引

関係はありません。 

  ※その他、当該個人の近親者 3名からも取得し、本件株式取得後の当社持分比率は 100％と 

   なります。 

 

(３)取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

① 異動前の所有株式数 0 株 

(議決権の数：0個) 

(議決権所有割合：0％) 

② 取得株式数 42,004 株 

(議決権の数：42,004 個) 

③ 取得価額 ＳＲホールディングス株式会社の普通株式 

及びアドバイザリー費用等（概算）     407百万円 

④ 異動後の所有株式数 42,004 株 

(議決権の数：42,004 個) 

(議決権所有割合：100.0％) 

  

４．今後の見通し 

 平成29年4～6月の第１四半期よりＳＲホールディングス及び眞保炉材工業は当社の連結対象

会社となる予定であります。眞保炉材工業の安定した事業基盤の統合を通じて当社グループの事

業領域を拡充・強化することで、平成 29 年 4 月以降の連結収益は増加が見込まれますが、連結業

績への影響は現在精査中であります。 

 

 以上 

 

 

 


