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平成 30 年３月 23 日 

各   位 

                          会 社 名 日東化工株式会社 

                          代表者名 取締役社長 荒川 良平 

                          （コード番号  5104  東証第ニ部） 

                          問合せ先 管理部長 永井 敦 

                                   電 話  (0467)－74－3111 

 

主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が発生することとなりましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．異動が生じた経緯 

本日、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社である三菱ケミカル株式会社(以下「三

菱ケミカル」)より、当社所有株式の議決権所有割合３６.３２％のうち３１.３４％を株式会社大阪ソ

ーダ(以下「大阪ソーダ」)に譲渡した旨の連絡がありました。これにより、大阪ソーダが当社の主要

株主である筆頭株主及びその他の関係会社となり、三菱ケミカルは当社の主要株主である筆頭株主及

びその他の関係会社に該当しないこととなり、三菱ケミカルの株式を１００％保有する株式会社三菱

ケミカルホールディングスはその他の関係会社に該当しないこととなりました。 

 

２．異動した株主の概要 

（１）新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することとなった株主の概要

（１） 名称 株式会社大阪ソーダ 

（２） 所在地 大阪府大阪市西区阿波座１丁目 12 番 18 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員  寺田 健志 

（４） 事業内容 基礎化学品、機能化学品、住宅設備ほか 

（５） 資本金 10,882 百万円 

（６） 設立年月日 大正４年 10 月 26 日 

（７） 連結純資産 52,725 百万円(平成 29 年３月 31 日現在) 

（８） 連結総資産 101,503 百万円(平成 29 年３月 31 日現在) 

（９） 大株主及び持株比率 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  

4.46％ 

（１０）当社と当該株主の関係 

資本関係 
当該株主は、平成 30 年３月 23 日現在、当社の

株式を 1,200,000 株所有しております。 

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。 
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（２）主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社でなくなった株主の概要 

（１） 名称 三菱ケミカル株式会社 

（２） 所在地 東京都千代田区丸の内１丁目１番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役取締役社長  越智 仁 

（４） 事業内容 機能商品、素材他 

（５） 資本金 53,229 百万円 

（６） 設立年月日 平成 29 年４月１日 

（７） 連結純資産  － （把握できておりません） 

（８） 連結総資産  － （把握できておりません） 

（９） 大株主及び持株比率 株式会社三菱ケミカルホールディングス  100.00％ 

（１０）当社と当該株主の関係 

資本関係 

当該株主は、平成 30 年３月 23 日現在、当社の

株式を 190,900 株及びその 100％子会社である

三菱ケミカル物流株式会社を通じて 19,600 株

を所有しております。 

人的関係 

平成 30 年３月 23 日現在、当社の取締役４名の

うち２名、監査役３名のうち２名は三菱ケミカ

ル株式会社及びその関連会社に兼務しており

非常勤取締役及び非常勤監査役として就任し

て頂いております。 

取引関係 主要な販売・仕入先 

 

（３）その他の関係会社でなくなった株主の概要 

（１） 名称 株式会社三菱ケミカルホールディングス 

（２） 所在地 東京都千代田区丸の内１丁目１番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表執行役執行役社長  越智 仁 

（４） 事業内容 機能商品、素材他 

（５） 資本金 50,000 百万円 

（６） 設立年月日 平成 17 年 10 月３日 

（７） 連結純資産 1,698,197 百万円(平成 29 年３月 31 日現在) 

（８） 連結総資産 4,463,547 百万円(平成 29 年３月 31 日現在) 

（９） 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  5.98％ 

（１０）当社と当該株主の関係 

資本関係 

当該株主は、平成 30 年３月 23 日現在、当社の

株式を 100％子会社である三菱ケミカル株式会

社及びその 100％子会社である三菱ケミカル物

流株式会社を通じて 210,500 株を所有しており

ます。 

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。 
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３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権に対する割合 

（１）株式会社大阪ソーダ 

  属性 

議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の 

数に対する割合 大株主順位

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

（平成 30 年３

月 22 日時点） 

－ － － － － 

異動後 

主要株主である筆

頭株主及びその他

の関係会社 

12,000 個 

（1,200,000 株）

31.34％ 

－ 

12,000 個 

（1,200,000 株） 

31.34％ 

第１位 

（２）三菱ケミカル株式会社 

  属性 

議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の 

数に対する割合 大株主順位

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

（平成 30 年３

月 22 日時点） 

主要株主である筆

頭株主及びその他

の関係会社 

13,909 個 

（1,390,900 株）

36.32％ 

196 個 

（19,600 株） 

0.51％ 

14,105 個 

（1,410,500 株） 

36.83％ 

第１位 

異動後 － 

1,909 個 

（190,900 株）

4.99％ 

196 個 

（19,600 株） 

0.51％ 

2,105 個 

（210,500 株） 

5.50％ 

第３位 

（３）株式会社三菱ケミカルホールディングス 

  属性 

議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の 

数に対する割合 大株主順位

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

（平成 30 年３

月 22 日時点） 

その他の関係会社 － 

14,105 個 

（1,410,500 株）

36.83％ 

14,105 個 

（1,410,500 株） 

36.83％ 

－ 

異動後 － － 

2,105 個 

（210,500 株）

5.50％ 

2,105 個 

（210,500 株） 

5.50％ 

－ 

 （注１）議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数：10,600 株 

     平成 30 年３月 22 日現在の発行済株式総数：3,840,000 株 

 （注２）大株主の順位につきましては、平成 29 年９月 30 日付の株主名簿に基づき想定した順位を記載し

ております。 

 

 

４．開示対象となる非上場株式の親会社等の変更の有無等 

該当事項はありません。 
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５．今後の見通し 

今回の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動による当社業績への影響はありません。 

 

 

                以 上 


