
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年９月６日

【会社名】 住友鋼管株式会社

【英訳名】 Sumitomo Pipe & Tube Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　中西　廉平

【本店の所在の場所】 茨城県鹿嶋市大字光３番地５

（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡

場所」で行っております。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区両国三丁目19番３号　文友社ビル５階

【電話番号】 03－5625－1520（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　長谷川　重幸

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、平成25年４月26日開催の取締役会において、当社、新日鐵住金株式会社（以下、「新日鐵住金」といいます。）及び日

鉄鋼管株式会社（以下、「日鉄鋼管」といいます。）の間で、当社及び日鉄鋼管が合併（以下、「本合併」といいます。）するこ

とを含む、三社が営む機械構造用及び一般構造用電気抵抗溶接鋼管事業（以下、「電縫管事業」といいます。）の再編を行うこ

とについての基本合意書（以下、「本基本合意書」といいます。）を締結することを決議し、同日、同合意書を締結いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３の規定に基づき、

臨時報告書を提出いたしました。

　このたび、当社は、平成25年８月29日開催の取締役会において、日鉄鋼管との間で、本合併に係る合併契約（以下、「本合併契

約」といいます。）を締結することを決議し、同日付で本合併契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項

において準用する同法第７条の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正内容】

　訂正箇所は＿＿＿（下線）を付して表示しております。

 

（訂正前）

(1）本合併の相手会社に関する事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 日鉄鋼管株式会社

本店の所在地 東京都品川区大崎一丁目５番１号

代表者の氏名 代表取締役　　谷山　德法

資本金の額 5,116百万円（平成24年３月31日現在）

純資産の額
（単体）14,531百万円（平成24年３月31日現在）
（連結）15,187百万円（平成24年３月31日現在）

総資産の額
（単体）26,172百万円（平成24年３月31日現在）
（連結）28,381百万円（平成24年３月31日現在）

事業の内容
二輪車・四輪車用炭素鋼鋼管、土木・建築用鋼管、自動車・装飾用ステンレス鋼管等、各
種鋼管の製造・販売

 

②　最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（連結）   （単位：百万円）

（事業年度） 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

売上高 30,043 36,995 37,318

営業利益 △871 1,798 1,404

経常利益 △790 1,803 1,318

純利益 △960 1,333 687

　（注）　△は損失を示す。
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（単体）   （単位：百万円）

（事業年度） 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

売上高 28,968 35,094 34,697

営業利益 △894 1,746 1,375

経常利益 △809 1,949 1,317

純利益 △973 1,600 697

　（注）　△は損失を示す。

 

③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）

新日鐵住金 100

 

④　当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 該当事項はありません。

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。

 

(2）本合併の目的

　当社及び日鉄鋼管は、ともに新日鐵住金グループにおいて電縫管事業を主要事業として営む新日鐵住金の子会社でありま

すが、合併によりシナジー効果が期待されることから、この度、平成25年10月１日を期して、本合併を行うことといたしまし

た。（以下、本合併により成立する会社を「統合会社」といいます。）

　また、本合併とともに、新日鐵住金が営む電縫管事業も含めた新日鐵住金グループの事業最適化を目指し、事業の再編成を

行うことといたしました。

　具体的には、主に以下のような施策を加速的に行うことで、事業の効率化と構造改革を徹底して参ります。

①　生産体制の最適化及び需要地近隣生産拠点への生産移管等による効率化

②　各社が保有する特徴や強みを活かした製品ラインナップや開発体制の強化による、お客様ニーズに的確に応える事業体

制の整備

③　海外事業においても、各社の特徴や強みを活かした機能分担により、各拠点の強化やグループ事業会社間の連携推進を的

確かつスピーディーに実施できる体制の構築

　以上により、国内及び海外における電縫管事業の競争力及びお客様ニーズへの対応力を強化することで、新日鐵住金グルー

プが置かれた経営環境に最適な体制を構築することを目的としております。

 

(3）本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併に係る本基本合意書の内容

①　本合併の方法

　一方を存続会社、他方を消滅会社とする吸収合併といたします。なお、存続会社・消滅会社をいずれとするかにつきまし

ては、未定であります。

 

②　本合併に係る割当ての内容

　本合併の対価は、無対価といたします。

 

③　その他の主な本合併に係る本基本合意書の内容

　当社及び日鉄鋼管は、平成25年８月29日までに、本合併に係る法定の合併契約を締結することを予定しております。合併

期日（効力発生日）は同年10月１日を予定しております。

　本合併は、平成25年４月26日付で当社及び新日鐵住金の間で締結された株式交換契約の効力が発生した場合に限り効力

を生ずるものとされております。
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(4）本合併に係る割当ての内容の算定根拠

　該当事項はありません。

 

(5）本合併の後の統合会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 日鉄住金鋼管株式会社

本店の所在地 東京都

代表者の氏名 現時点では確定しておりません。

資本金の額 現時点では確定しておりません。

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 現時点では確定しておりません。

 

　上記の他、本合併に必要な事項は、日鉄鋼管及び新日鐵住金と別途協議のうえ決定し、必要の都度、臨時報告書の訂正報告書を提

出いたします。

 

（訂正後）

(1）本合併の相手会社に関する事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 日鉄鋼管株式会社

本店の所在地 東京都品川区大崎一丁目５番１号

代表者の氏名 代表取締役社長　　谷山　德法

資本金の額 5,116百万円（平成25年３月31日現在）

純資産の額
（単体）15,184百万円（平成25年３月31日現在）
（連結）15,988百万円（平成25年３月31日現在）

総資産の額
（単体）24,677百万円（平成25年３月31日現在）
（連結）27,101百万円（平成25年３月31日現在）

事業の内容
鋼管類等鋼材の製造・販売、前記事業に関連する一切の事業、前記各事業の販売その他製
造を営むものに対する投資

 

②　最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（連結）   （単位：百万円）

（事業年度） 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

売上高 36,995 37,318 32,926

営業利益 1,798 1,404 1,371

経常利益 1,803 1,318 1,344

純利益 1,333 687 777
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（単体）   （単位：百万円）

（事業年度） 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

売上高 35,094 34,697 30,195

営業利益 1,746 1,375 1,328

経常利益 1,949 1,317 1,331

純利益 1,600 697 777

 

③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）

新日鐵住金 100

 

④　当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 該当事項はありません。

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。

 

(2）本合併の目的

　当社及び日鉄鋼管は、ともに新日鐵住金グループにおいて電縫管事業を主要事業として営む新日鐵住金の子会社でありま

すが、合併によりシナジー効果が期待されることから、この度、平成25年10月１日を効力発生日として、本合併を行うことと

いたしました。（以下、本合併により成立する会社を「統合会社」といいます。）

　また、本合併とともに、新日鐵住金が営む電縫管事業も含めた新日鐵住金グループの事業最適化を目指し、事業の再編成を

行うことといたしました。

　具体的には、主に以下のような施策を加速的に行うことで、事業の効率化と構造改革を徹底して参ります。

①　生産体制の最適化及び需要地近隣生産拠点への生産移管等による効率化

②　各社が保有する特徴や強みを活かした製品ラインナップや開発体制の強化による、お客様ニーズに的確に応える事業体

制の整備

③　海外事業においても、各社の特徴や強みを活かした機能分担により、各拠点の強化やグループ事業会社間の連携推進を的

確かつスピーディーに実施できる体制の構築

　以上により、国内及び海外における電縫管事業の競争力及びお客様ニーズへの対応力を強化することで、新日鐵住金グルー

プが置かれた経営環境に最適な体制を構築することを目的としております。

 

(3）本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容

①　本合併の方法

　当社を存続会社、日鉄鋼管を消滅会社とする吸収合併といたします。

 

②　本合併に係る割当ての内容

　本合併の対価は、無対価といたします。

 

③　その他本合併契約の内容

　別紙１「合併契約書」をご参照下さい。

 

(4）本合併に係る割当ての内容の算定根拠

　該当事項はありません。
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(5）本合併の後の統合会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容（平成25

年10月１日時点）

商号 日鉄住金鋼管株式会社

本店の所在地 東京都千代田区有楽町一丁目１番３号

代表者の氏名 代表取締役社長　　中西　廉平

資本金の額 4,801百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 鋼管類等鋼材の製造・販売、不動産の賃貸に関する業務、前記各事業に付帯する事業

 

以　上
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別紙１

合併契約書

 

　住友鋼管株式会社（以下、「甲」という。）及び日鉄鋼管株式会社（以下、「乙」という。）は、甲と乙との合併に関し、2013年８

月29日（以下、「本契約締結日」という。）付で、以下のとおり合併契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

 

第１条（合併の方法）

　甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併（以下、「本合併」という。）する。

２．本合併にかかる吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、それぞれ以下のとおりである。

(1）吸収合併存続会社

商　号：住友鋼管株式会社

住　所：茨城県鹿嶋市大字光３番地５

 

(2）吸収合併消滅会社

商　号：日鉄鋼管株式会社

住　所：東京都品川区大崎一丁目５番１号

 

第２条（合併に際して交付する株式の数及びその割当てに関する事項）

　甲及び乙は、新日鐵住金株式会社の完全子会社であるため、甲は、本合併に際して、乙の株主に対し、　乙の株式に代わる金銭等

（甲の株式及び金銭を含む。）の交付を行わない。

 

第３条（本合併会社の商号及び本店）

　効力発生日（本合併がその効力を生ずる日をいう。以下同じ。）における甲の商号は、日鉄住金鋼管株式会社（英文表示は

NIPPON STEEL & SUMIKIN PIPE CO.,LTD.）とする。また、甲の本店は東京都千代田区有楽町一丁目１番３号に置く。甲はそのため

に必要な手続をとるものとする。

 

第４条（効力発生日）

　効力発生日は、2013年10月１日とする。但し、本合併の手続の進行に応じ、必要がある場合には、甲及び乙が協議し合意の上、これ

を変更することができる。

 

第５条（合併条件の変更及び本契約の解除）

　本契約締結日以降効力発生日に至るまでの間に、甲又は乙の財産状態又は経営成績に重大な変動が発生し又は判明した場合、本

契約に従った本合併の実行に重大な支障となりうる事象が発生し又は判明した場合その他本合併の目的の達成が困難となった

場合には、甲及び乙は、誠実に協議し合意の上、本契約を変更し又は解除することができる。

 

第６条（協議事項）

　本契約に定めるもののほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙で協議の上、これを定める。

 

　以上、本契約の締結を証するため、本書二通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自一通を保有する。

 

2013年８月29日

 

 甲：茨城県鹿嶋市大字光３番地５

 住友鋼管株式会社

 代表取締役社長　　中西　廉平

  

 乙：東京都品川区大崎一丁目５番１号

 日鉄鋼管株式会社

 代表取締役社長　　谷山　德法
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