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持分法適用関連会社（PT.SURA INDAH WOOD INDUSTRIES）の全株式取得（子会社化）に関するお知らせ
当社（株式会社ノダ）は、本日の取締役会において、持分法適用関連会社である PT.SURA INDAH WOOD
INDUSTRIES（本社：インドネシア、以下「ＳＩＷＩ社」）の全株式を、当社グループが取得し子会社化するこ
とを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．株式の取得理由
今般、インドネシアの現地法人である PT.BARUNA INTI LESTARI（以下「ＢＩＬ社」
）より、同社の事業再編
の中で木材加工事業から撤退する旨、ならびに現在ＢＩＬ社が保有するＳＩＷＩ社株式（3,025 株、発行済み
株式総数の 50.42％）を当社へ譲渡したい旨の申し出がありました。
当社グループは、日本国内において主に住宅建築に使用される木質内装建材や構造部材等を製造販売する
事業を展開しておりますが、その中でＳＩＷＩ社は、主にインドネシアの木材資源等を原材料に使用した日
本向けの住宅用内装建材を製造、当社に供給する事業関係にある当社グループの持分法適用関連会社（連結
決算対象会社。当社が発行済み株式の 49.58％保有）です。当社は、ＳＩＷＩ社が生産するフロア部材やド
ア、階段部材などの塗装建材製品を輸入し日本国内のお客様に提供しておりますが、ＳＩＷＩ社は計画的に
植林・管理された森林から伐採された再生可能資源である「植林木」の積極的な活用を進めるなど、保護す
べき原生林の維持・保全を促すサステナブルな事業活動を行っており、地球環境に配慮したリサイクル素材
のＭＤＦ（中質繊維板）や国産針葉樹合板など、循環可能な木材資源の活用を進める当社グループの事業戦
略上、重要な位置付けにあると考えています。
これらの観点を踏まえ、今般のＢＩＬ社からの申し出に対し、現状では当社グループがＳＩＷＩ社株式を
追加取得し、全量保有する方法が望ましいものと判断いたしました。
２．株式の取得方法
本件株式の追加取得は、インドネシアにおける外国法人の出資規制に対応するため、現地関係当局の指導
に基づき、当社連結子会社であるアドン株式会社（静岡県静岡市）と共同して実施する予定です（但し、大
部分は当社が取得）
。なお、本件株式取得並びにＳＩＷＩ社の連結子会社化につきましては、インドネシア投
資調整庁など現地関係当局の許認可等を前提としております。
３．子会社化する持分法適用関連会社の概要（平成 28 年 12 月末現在）
（１）名称

PT.SURA INDAH WOOD INDUSTRIES（ＳＩＷＩ社）

（２）所在地

Desa Tanjungan Driyorejo,Gresik61177,Jawa Timur,Indonesia

（３）代表者の役職・氏名

Ir.JONGKI SUMARHADI

（４）事業内容

建具、造作材、収納家具など建材製品の製造

（５）資本金

6 百万米ドル

（６）設立年月日

平成 2 年 3 月 5 日

（７）大株主及び持株比率

ＢＩＬ社

50.42％

株式会社ノダ 49.58％

-1-

資本関係

当社（株式会社ノダ）は、当該会社（ＳＩＷＩ
社）に対し 49.58％を出資しています。
当社の役員１名が、当該会社の役員を兼任し
ています。
当該会社は当社製品の製造を行っておりま
す。また、当社は当該会社に対し貸付による
資金援助を行っております。

人的関係

（８）上場会社と当該会社
との間の関係

取引関係

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期

百万 Rp（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ）

平成 26 年 12 月期

平成 27 年 12 月期

平成 28 年 12 月期

純資産

9,460

12,375

16,376

総資産

69,911

88,027

114,791

売上高

93,956

115,751

128,724

営業利益

5,829

6,677

9,895

経常利益

7,275

3,542

7,203

当期純利益

4,597

2,578

5,374

《参考》1 円＝約 118 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ（平成 30 年 1 月 5 日現在）

４．株式取得の相手先の概要（平成 28 年 12 月末現在）
（１）名称

PT.BARUNA INTI LESTARI（ＢＩＬ社）

（２）所在地

Jl.Menteng Raya No.72,Kel.Kebon Sirih,Kec Menteng,Kota
Administrasi Jakarta Pusat(10340)

（３）代表者の役職・氏名

LOUIS HARIMAN

（４）事業内容

投資業及びレンタルサービス業

（５）資本金

69,384 百万 Rp（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ）

（６）設立年月日

平成 6 年 12 月 2 日

（７）純資産

819,771 百万 Rp

（８）総資産

820,833 百万 Rp

（９）大株主及び持株比率

PT.Baruna Bina Utama 98.40％
Mohamad Indra Utama

（10）上場会社と
当該会社の関係

資本関係
人的関係

1.60％
特段の資本関係、人的関係、取引関係はあり
ません。

取引関係
５．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

2,975 株（議決権所有割合 49.58％）

株式会社ノダ
アドン株式会社

（２）取得株式数

－ 株（議決権所有割合

株式会社ノダ

2,965 株

アドン株式会社
（３）取得価額（予定）
（４）異動後の所有株式数

－ ％）

株式会社ノダ

60 株
88,214 百万 Rp（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ）

アドン株式会社

1,785 百万 Rp

株式会社ノダ

5,940 株（議決権所有割合 99.00％）

アドン株式会社
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60 株（議決権所有割合 1.00％）

６．株式を取得する連結子会社の概要（平成 28 年 11 月末現在）
（１）名称
（２）所在地

アドン株式会社
静岡県静岡市清水区駒越北町 1-1

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 渡邊 星一

（４）事業内容

建材製品（建具、収納家具）の製造

（５）資本金
（６）設立年月日

30 百万円
昭和 62 年 10 月 26 日

（７）純資産

912 百万円

（８）総資産

2,189 百万円

（９）大株主及び持株比率

株式会社ノダ 100％
当社（株式会社ノダ）は、当該会社（アドン株
式会社）に対し 100％出資しています。
当社の役員１名が、当該会社の役員を兼任し
ています。
当社は、当該会社に対し当社製品の加工委託
を行っております。また、当社は当該会社に
対し土地の賃貸を行っております。

資本関係
（10）上場会社と
当該会社の関係

人的関係
取引関係

７．日程
（１）取締役会決議日

平成 30 年 1 月 5 日

（２）株式譲渡契約締結日（予定）※

平成 30 年 3 月下旬

（３）株式取得日（予定）※

平成 30 年 3 月下旬

※本件株式の追加取得はインドネシア投資調整庁など現地関係当局の許認可等を前提としており、
上記日程のうち（２）、
（３）は現状の大まかな目安を表示しています。
８．今後の見通し
本件株式の追加取得により、ＳＩＷＩ社株式のうち当社の既保有分（49.58％分）の再評価に伴い、当グ
ループの連結決算において特別利益が生じる可能性があります。現状、本件株式取得による当社グループの
連結業績への影響は軽微であると考えておりますが、今後の決算手続において、本件に関し連結業績に影響
を与える事象が生じた場合には、速やかに開示する方針です。
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【参考】ＳＩＷＩ社概要

《社
名》
《所 在 地》
《設
立》
《資 本 金》
《事業内容》

PT. SURA INDAH WOOD INDUSTRIES（スラインダー社）
Desa Tanjungan Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, Indonesia
平成 2 年 3 月
600 万米ドル
建具、造作材、収納家具など建材製品の製造

〔施工例 1〕
スラインダーＳＰシリーズＭＳタイプ

〔施工例 2〕
スラインダーＳＰシリーズＭＳタイプ（自然塗装）

※リンクアドレス
http://www.noda-co.jp/corporate/group.html
http://www.noda-co.jp/products/sp-ms/
http://www.noda-co.jp/products/sp-ms-n/
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