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合併及び商号変更等に伴う定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成28年２月18日開催の取締役会において、平成28年３月17日開催予定の当社臨時株主総会に

おいて、当社と、当社の子会社である株式会社動力（旧社名TAKグリーンサービス株式会社、東京都中央区）

及び株式会社動力（愛知県安城市）、並びに有限会社大香電工（愛知県西尾市）の４社の合併（以下、「本合併」

といいます。）契約の締結の件及び商号変更等を含む現行定款を一部変更が承認されることを条件として、以下

のとおり本合併契約の締結及び商号変更等を伴う定款の一部変更について決議致しましたので、お知らせいた

します。 

なお、本合併は、完全子会社化する連結子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省

略して開示しております。 

 

記 

 

１．合併 

(１) 合併の目的 

 組織再編を実施し経営資源を集中することにより、当グループにおける事業の効率化を図るとともに、有

限会社大香電工が有する電気工事に関するノウハウを共有し当社事業の更なる成長を目的としております。 

 

(２) 合併の要旨 

①合併の日程 

臨時株主総会基準日 平成28年２月15日 

取締役会決議日 平成28年２月18日 

合併契約締結日 平成28年２月18日 

合併契約承認臨時株主総会 平成28年３月17日（予定） 

合併期日（効力発生日） 平成28年４月1日（予定） 

 

②合併の方式 

株式会社スズキ太陽技術を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社動力（旧TAKグリーンサービス、東京都

中央区）、株式会社動力（愛知県安城市）、有限会社大香電工は解散します。 

 

③合併に係る割当ての内容 

完全親子会社間の合併につき合併対価の交付はなく、割当てはありません。 

 



 
④消滅会社の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。 

 

(３) 合併の当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（1）商号 株式会社スズキ太陽技術 株式会社動力 

(旧TAK ｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社) 

（2）本社所在地 愛知県安城市三河安城東町２-３-10 東京都中央区築地７-12-14 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鈴木竜宏 代表取締役 藤本 進 

（4）事業内容 環境商材の販売・施工 

太陽光発電用架台の開発・販売 

太陽光発電システム等、住宅用エネル

ギー機器の販売、取付工事 

（5）資本金 19,100千円 60,000千円 

（6）設立年月日 平成20年12月１日 平成16年４月１日 

（7）発行済株式数 2,066,000株 8,400株 

（8）決算期 ３月31日 ３月31日 

（9）従業員数 28名 31名 

（10）大株主及び持株比率 鈴木竜宏     75.0% 

高島株式会社   15.0% 

株式会社スズキ太陽技術 100.0％ 

（11）直前の経営成績及び財政状態 
 株式会社スズキ太陽技術 株式会社動力 

(旧TAK ｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社) 

決算期 平成27年３月期 平成27年３月期 

純 資 産 322,704千円 64,766千円 

総 資 産 467,458千円 825,169千円 

１株当たり純資産（円） 155.96 7,710.28 

売 上 高 1,102,252千円 2,745,570千円 

営 業 利 益 106,532千円 ▲6,167千円 

経 常 利 益 111,165千円 ▲5,880千円 

当 期 純 利 益 74,995千円 ▲6,362千円 

１株当たり当期純利益（円） 37.49 ▲757.41 

 

 吸収合併消滅会社 吸収合併消滅会社 

（1）商号 株式会社動力 有限会社大香電工 

（2）本社所在地 愛知県安城市三河安城東町２-３-10 愛知県西尾市中畑１-７ 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 鈴木竜宏 代表取締役 杉浦太 

（4）事業内容 環境商材の販売・施工 

蓄電池等新エネルギー供給に関する

事業 

電気・電気設備工事、通信設備工事 

 

（5）資本金 9,000千円 3,000千円 

（6）設立年月日 平成26年５月12日 平成14年５月１日 

（7）発行済株式数 180株 60株 

（8）決算期 ３月31日 ４月30日 

（9）従業員数 ０名 ６名 

（10）大株主及び持株比率 株式会社スズキ太陽技術100.0％ 杉浦太    96.7% 

（11）直前の経営成績及び財政状態 



 
 

株式会社動力 有限会社大香電工 

決算期 平成27年３月期 平成27年４月期 

純 資 産 9,650千円 5,812千円 

総 資 産 10,780千円 56,823千円 

１株当たり純資産（円） 53,612.77 96,867.18 

売 上 高 37,506千円 131,068千円 

営 業 利 益 912千円 ▲16,881千円 

経 常 利 益 914千円 ▲14,763千円 

当 期 純 利 益 650千円 ▲14,836千円 

１株当たり当期純利益（円） 3,612.77 ▲247,272.30 

 なお、有限会社大香電工の大株主及び持株比率につきましては、本日付で開示しております「有限会社大香

電工の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の 100％子会社となる予定でありま

す。 

 

(４) 合併後の状況 

当社の商号を変更、及び定款の目的の一部変更を行います。（下記「２.商号及び定款の一部変更」をご参照く

ださい。なお、本合併による、当社の所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。 

（1）商号 株式会社動力（旧社名 株式会社スズキ太陽技術） 

（2）本社所在地 愛知県安城市三河安城東町２-３-10 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鈴木竜宏 

（4）事業内容 １．太陽光発電システム等、住宅用エネルギー機器の販売、取付工事の

施工 

２．住宅用インテリア・エクステリアの販売、取付工事の施工 

３．住宅設備機器の販売、取付工事の施工 

４．住宅屋根・外壁の販売、塗装取付工事の施工 

５．防犯用品の販売、取付工事の施工及びサービス業務 

６．住宅関連商品の販売・サービス業務に関するコンサルタント業 

７．建築設計、工事管理および工事の請負 

８．電気工事業 

９．管工事業 

１０．上記各号に附帯する一切の事業 

（5）資本金 19,100千円 

（6）決算期 ３月31日 

（7）大株主及び持株比率 鈴木竜宏     75.0% 

高島株式会社   15.0% 

 

 

(５) 今後の見通し 

本件による平成28年３月期の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり確定次第公表いたします。 

 

２．商号の変更及び定款の一部変更 

(１) 商号の変更について 

①変更の理由 

当社は、環境商材の販売・施工ならびに架台販売を主体とする環境エネルギー事業を行っており、平成 27

年８月18日付けで東京証券取引所TOKYO PRO Market 市場に上場いたしました。当社の100％子会社である株

式会社動力（愛知県安城市）は、当該上場に際しての組織再編の一環として、当社と当社代表取締役鈴木竜宏



 
で過半数を保有していた同社の株式を、平成27年5月に当社以外の者から全て譲り受けることにより100％子

会社化したものです。 

また、同じく当社の100％子会社である株式会社動力（東京都中央区）は、平成27年12月24日付けで高島

株式会社（8007）より株式を取得して完全子会社化（平成27年11月12日付けで開示済）したTAKグリーンサ

ービス株式会社の商号を平成27年12月25日付けで株式会社動力に変更した会社であり、前述の株式会社動力

（愛知県安城市）とは異なります。TAK グリーンサービス株式会社の商号を、従来から存続している株式会社

動力（愛知県安城市）と同一の名称とした理由は以下の通りです。 

イ）TAKグリーンサービス株式会社の株式を高島株式会社から譲り受け、当社の子会社となったことにより、

商号を変更する必要がありました。 

ロ） TAK グリーンサービス株式会社の子会社化を契機に、当社グループの再編を早期に行うことを検討して

いましたが、同社の商号を変更した後、グループ再編が実施されると、短期間のうちに同社の商号が2

回変更されることになり、取引先や関係各所に混乱をきたす可能性があり、営業上問題があると考えま

した。 

ハ）一方、グループ再編に伴って当社の商号変更（当該理由は後述）も検討しており、再編後の名称は「動

力」にしたいと考えていました。 

ニ） 以上のことから、TAKグリーンサービス株式会社の商号変更に際しては、このたびのグループ再編を見

越した商号をあらかじめ同社に使うことで、営業上の混乱を回避することを企図し、株式会社動力とい

たしました。 

 

合併後の商号を株式会社スズキ太陽技術から株式会社動力※とする理由は、これまで当社は太陽光関連事業

を中心として成長してまいりましたが、今後は、太陽光のみならず広くエネルギー全般にかかわる事業を展開

する企業として成長していきたいと考えており、太陽光事業に特化している印象を与える現在の商号から変更

することといたしました。  

※「動力」には、もともと「エネルギー」という意味がありますが、この新商号には「働く者が、努力（DORYOKU）

を続けることが動力になる」という当社の思いも込められています。 

 

なお、このたびの合併後の商号が、当社の 100％子会社である株式会社動力（愛知県安城市）及び株式会社動

力（東京都中央区）と同一の名称に変更されますが、前述の通り、子会社を実質的な存続会社とするために当

該商号を使うのではなく、今後の当社の経営理念を踏まえた商号として「株式会社動力」がふさわしいと考え

て変更するものであります。 

 

②新商号（英文表記） 

株式会社動力（DORYOKU Co., Ltd.） 

 

③変更予定日 

平成28年４月１日（予定） 

 

(２) 定款の一部変更 

①定款変更の理由 

前記の合併及び商号変更を行うため、現行定款第１条及び第２条を変更するものであります。なお、②の定款

変更の効力発生日は平成28年３月17日開催予定の当社臨時株主総会に付議される「合併の件」及び「定款変

更の件」が承認されることを条件として、平成28年４月１日に効力が発生するものといたします。 

 

②定款変更の内容 

現 行 定 款 変 更 案 

（商号） （商号） 



 
第１条 当会社は、株式会社スズキ太陽技術と称し、

英文では、SUZUKI SOLAR TECHNO Co., Ltd. と表示す

る。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１．太陽光発電・太陽熱温水器・風力発電等の新エネ

ルギー供給に関する事業              

２．新エネルギーに関するコンサルティング事業                           

３．省エネ機器の販売                  

４．地球温暖化・環境汚染の調査           

５．前各号に附帯する一切の事業 

第１条 当会社は、株式会社動力と称し、英文では、

DORYOKU Co., Ltd. と表示する。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１．太陽光発電システム等、住宅用エネルギー機器の

販売、取付工事の施工 

２．住宅用インテリア・エクステリアの販売、取付工

事の施工 

３．住宅設備機器の販売、取付工事の施工 

４．住宅屋根・外壁の販売、塗装取付工事の施工 

５．防犯用品の販売、取付工事の施工及びサービス業

務 

６．住宅関連商品の販売・サービス業務に関するコン

サルタント業 

７．建築設計、工事管理および工事の請負 

８．電気工事業 

９．管工事業 

１０．上記各号に附帯する一切の事業 

 

 

 

 

 

③日程 

臨時株主総会 平成28年３月17日（予定） 

定款変更日 平成28年４月1日（予定） 

 

３．担当J-Adviser契約について 

当社と、フィリップ証券㈱との間では、担当J-Adviser契約を締結しており、当該契約の催告解除

の要件として、不適当な合併等が規定されておりますが、今回の商号変更及び合併についての意思決

定について、J-Adviser より、当該要件には当らないという回答を得ております。また、商号変更及

び合併後においても、引き続きJ-Adviserより上場適格性の調査確認の過程において、実質的存続性

について、留意していく旨の回答も得ております。 

 

４．参考情報 

 ㈱動力（旧商号TAKグリーンサービス）の株式取得からの統合までの推移は別紙の通りです。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（別紙） 

 

 

 


