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グループ組織再編（完全子会社の吸収合併及び連結子会社間の合併）に関するお知らせ 

 

当社は、2022年 11月14日開催の取締役会において、2023年４月１日付でグループ組織再編（以下「本組

織再編」）を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、本組織再編は、当社と当社連結子会社間または当社の連結子会社間での組織再編であるため、開示事

項・内容を一部省略しています。 

 また、本組織再編に伴い消滅する北上ハイテクペーパー株式会社は特定子会社に該当しております。 

 

記 

 

１．本組織再編の目的 

当社グループは、本年４月より中期経営計画(2023年３月期－2025年３月期)を開始し、経営基盤の強化と

新しい三菱製紙グループの創造に取り組んでおります。その中の取り組みとして、以下に記載の当社グルー

プ子会社を合併することで、組織合理化による固定費削減とコーポレートガバナンスの強化を進めてまいり

ます。尚、以下に記載以外の当社グループ会社においても再編の検討を進めており、今後公表すべき事実が

発生した場合には速やかに公表いたします。 

 

２．本組織再編の概要 

① 当社及び北上サイト子会社の統合 

当社を吸収合併存続会社とし、北上ハイテクペーパー株式会社及び北菱興業株式会社を吸収合併消滅会

社とする吸収合併を実施いたします。 

② 販売子会社の統合 

三菱王子紙販売株式会社を吸収合併存続会社とし、ダイヤミック株式会社を吸収合併消滅会社とする吸

収合併を実施いたします。 

③ 八戸サイト子会社の統合 

エム・ピー・エム・オペレーション株式会社を吸収合併存続会社とし、八戸紙業株式会社及び八菱興業株

式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施いたします。 

 

３．本組織再編の要旨 

① 当社及び北上サイト子会社の統合 

 （１）合併の日程 

当 社 取 締 役 会 決 議 日 2022 年11月14日 

合 併 契 約 締 結 日 2022 年11月14日 

合 併 の 効 力 発 生 日 2023 年 ４月 １日（予定） 

※本合併は、簡易吸収合併の要件を満たしているため、当社の株主総会決議を経ずに行います。 



（２）合併の方式 

当社を吸収合併存続会社、北上ハイテクペーパー株式会社及び北菱興業株式会社を吸収合併消滅会社

とする吸収合併方式です。 

 

（３）合併に係る割当ての内容 

合併による新株式の発行および合併交付金の支払はありません。 

 

（４）合併に伴う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。 

 

（５）合併の当事会社の概要 

  存続会社 消滅会社 

(1) 名称 三菱製紙株式会社 北上ハイテクペーパー

株式会社 

北菱興業株式会社 

(2) 所在地 東京都墨田区両国２丁目 10

番14号 

岩手県北上市相去町笹

長根35番地 

岩手県北上市相去町笹

長根35番地 

(3) 代表者の役

職・氏名 

代表取締役社長 

木坂 隆一 

代表取締役社長 

太田 禎二 

代表取締役社長 

片方 寿也 

(4) 事業内容 紙・パルプ・写真感光材料の

製造、加工および販売 

パルプ、レジンコート

紙、衛生用品の製造、加

工及び販売 

紙の製造請負・仕上、雑

作業 

(5) 資本金 36,561 百万円 450百万円 10百万円 

(6) 設立年月 1898 年４月１日 2005年４月８日 1985年７月１日 

(7) 発行済株式数 44,741,433株 1,000株 200 株 

(8) 決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

(9) 大株主及び持

株比率 

(2022 年 9 月

30日現在) 

王子ホールディン

グス株式会社 

32.89％ 三菱製紙株式会社100％ 三菱製紙株式会社100％ 

日本マスタートラ

スト信託銀行株式

会社（信託口） 

7.29％ 

那須 功 4.77％ 

三菱製紙取引先持

株会 

2.18％ 

富士フイルムホー

ルディングス株式

会社 

1.90％ 

(10) 直近事業年度の財政状態及び経営成績 

決 算 期 2022 年３月期（連結） 2022 年３月期（単体） 2022 年３月期（単体） 

純 資 産 69,613百万円 1,607 百万円 27百万円 

総 資 産 215,879百万円 8,446 百万円 159百万円 

１株当たり純資産 1,565.88円 1,607,908.79円 137,447.19円 

売 上 高 181,920百万円 11,414百万円 479百万円 

営 業 利 益 △248百万円 74百万円 9百万円 

経 常 利 益 1,964 百万円 115百万円 8百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,096 百万円 413百万円 9百万円 

１株当たり当期純利益 24.62 円 413,978.30円 45,693.40円 

 



（６）合併後の状況 

合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありま

せん。 

 

② 販売子会社の統合（合併の当事会社の概要） 
  存続会社 消滅会社 

(1) 名称 三菱王子紙販売株式会社 ダイヤミック株式会社 

(2) 所在地 東京都墨田区両国２丁目10番14号 東京都墨田区両国２丁目10番14号 

(3) 代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長 

佐藤 信弘 

代表取締役社長 

高上 裕二 

(4) 事業内容 紙、薬品等の販売 印刷製版材料等の販売 

(5) 資本金 600 百万円 100百万円 

(6) 設立年月 1956年８月１日 1992年４月１日 

(7) 発行済株式数 1,347,452株 17,510,000株 

(8) 決算期 ３月31日 ３月31日 

(9) 大株主及び持

株比率 

(2022年9月30

日現在) 

三菱製紙株式会社 99.9％ 三菱製紙株式会社100％ 

 

③ 八戸サイト子会社の統合（合併の当事会社の概要） 
  存続会社 消滅会社 

(1) 名称 エム・ピー・エム・オペレ

ーション株式会社 

八戸紙業株式会社 八菱興業株式会社 

(2) 所在地 青森県八戸市大字河原木

字青森谷地３番地 

青森県八戸市大字河原木

字青森谷地１番地２ 

青森県八戸市大字河原木

字青森谷地３番地 

(3) 代表 者 の役

職・氏名 

代表取締役社長 

佐藤 啓一 

代表取締役社長 

平塚 高行 

代表取締役社長 

平塚 高行 

(4) 事業内容 八戸工場の運営管理・生

産活動の受託 

紙の断裁及び選別包装、紙

製品の保管、出荷 

構内運搬及び雑作業、包装

紙の加工 

(5) 資本金 20百万円 50百万円 20百万円 

(6) 設立年月 2015 年４月１日 1966年４月1日 1983 年９月28日 

(7) 発行済株式数 400株 280,000 株 400 株 

(8) 決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

(9) 大株主及び持

株比率 

(2022 年 9 月

30日現在) 

三菱製紙株式会社100％ 三菱製紙株式会社100％ 三菱製紙株式会社100％ 

 

４．今後の見通し 

本組織再編による連結業績への影響は軽微です。 

 

以 上 


