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BIG

PHILIPPINES CORPORATION の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日（平成 27 年 12 月 4 日）開催した取締役会において、ＢＩＧ ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥＳ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（以下、
「ＢＰＣ社」
）の株式を一部取得し、子会社化することについて決議し
ましたので、お知らせいたします。
記
１．株式の取得の理由
当社グループは、当社・子会社 5 社で構成され、合成樹脂成形関連事業及び物流機器関連事業を主
な事業として展開しております。
当社グループの発展には、継続してグローバル展開を進める事が不可欠であり、海外での事業拡大
を進めるために、アジア地域における事業領域の強化を積極的に推進しておりますが、現在海外で
の経営資源は、収益が期待できる中国に集中しているのが実情であり、一国集中のリスクを考え東
南アジア地域におけるチャイナプラスワンの事業展開を模索しておりました。
今回子会社化するＢＰＣ社は顧客が当社グループのターゲットと合致していること、また、当社グ
ループの事業範疇とは異なる小型精密成形品の製造販売をしていることから、当社グループの得意
とする中大型成形品と合わせてシナジー効果が期待でき、ユニット生産などの幅広い営業展開を図
ることができます。
金型製作に関しましても、当社国内関連会社及び中国関連会社との連携を図ることにより、当社グ
ループのノウハウを生かし、優位性を実現することができます。
また BPC 社は、当地にてすでに 18 年の事業運営を行っており、現地スタッフによる業務推進がう
まく進んでいることもあり、新しい事業展開を進めていく上でもスムーズに進めていくことが可能
であると考え、当社グループの更なる発展と業容の拡大に寄与するものと判断し、今回の子会社化
を決定致しました。

２．異動する子会社（ＢＰＣ社）の概要
BIG PHILIPPINES CORPORATION
（1）名称
Blk 3Lot 2 Daiichi Industrial Park Ecozone, Maguyam
（2）所在地
Road, Silang, Cavite 4118 Philippines
（3）代表者の役職・氏名 President and CEO 山田 由紀夫
（4）事業内容
精密機器用プラスチック部品の製造販売
（5）資本金
50,000 千ペソ（約 130 百万円）
（6）設立年月日
1997 年 7 月 7 日
（7）大株主及び持株比率 山田 由紀夫
75.7％
株式会社ビーアイジー
24.0％
その他経営陣他
0.3%
資本関係
該当事項はありません。
（8）上場会社と当該会社 人的関係
該当事項はありません。
との間の関係
取引関係
該当事項はありません。
（9）最近３年間の財政状態及び経営成績
決算期
平成 24 年 12 月期
平成 25 年 12 月期
平成 26 年 12 月期
純資産
88,214 千ペソ
127,222 千ペソ
174,052 千ペソ
（229 百万円）
（330 百万円）
（425 百万円）
総資産
175,946 千ペソ
268,374 千ペソ
320,370 千ペソ
（457 百万円）
（697 百万円）
（832 百万円）
１株当たり純資産
176.42 ペソ
254.44 ペソ
348.10 千ペソ
（458.69 円）
（661.54 円）
（905.06 円）
売上高
254,860 千ペソ
338,772 千ペソ
484,857 千ペソ
（662 百万円）
（880 百万円）
（1,206 百万円）
営業利益
22,931 千ペソ
36,209 千ペソ
50,502 千ペソ
（59 百万円）
（94 百万円）
（131 百万円）
経常利益
23,098 千ペソ
41,849 千ペソ
50,189 千ペソ
（60 百万円）
（108 百万円）
（130 百万円）
当期純利益
21,071 千ペソ
39,008 千ペソ
46,829 千ペソ
（54 百万円）
（101 百万円）
（121 百万円）
１株当たり当期純利益
42.14 ペソ
78.01 ペソ
93.65 ペソ
（109.56 円）
（202.82 円）
（243.49 円）
１株当たり配当金
―
―
―
（注）ペソはフィリッピンペソを指し、1 ペソ＝2.6 円（平成 27 年 12 月 3 日時点当社想定数値）で換算
しています。

３．株式取得の相手先の概要
（1）個人
（1）名称
（2）住所
（3）上場会社と当該個人関係
（2）法人
（1）名称
（2）住所
（3）代表者の役職氏名
（4）事業内容

山田 由紀夫
埼玉県比企郡滑川町
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。
株式会社ビーアイジー
埼玉県比企郡滑川町 1521 番地 9
山田 由紀夫
精密機器用プラスチック部品の製造販売

（5）資本金
（6）設立年月日
（7）純資産
（8）総資産
（9）大株主及び持株比率

（10）上場会社と当該個人関係

10,000 千円
平成 15 年 9 月 19 日
48,821 千円
78,081 千円
山田 由紀夫（70.0％）
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。
関連当事者へ 該当事項はありません。
の該当状況

４．取得株式数、取得価格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
398,748 株
（議決権の数：398,748 個）
（3）取得価格
578 百万円
（4）異動後の所有株式数
398,748 株
（議決権の数：398,748 個）
（議決権所有割合：79.7％）
（注）株式取得につきましては、金融機関よりの借入金によりまかないます。
５．日程
（1）取締役会決議日
（2）契約締結日
（3）株式譲渡実行日

平成 27 年 12 月 4 日
平成 27 年 12 月 4 日
平成 27 年 12 月 28 日（予定）

６．今後の見通し
本件が当社の平成 28 年 3 月期の連結業績予想に与える影響につきましては、現在精査中であり、
今後修正が必要と判断した時点で速やかに公表いたします。
以

上

（参考）当期連結業績予想（平成 27 年 5 月 15 日公表分）及び前期連結実績

連結売上高
当期連結業績予想
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