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設立時から現社名に至るまでの社名変更・合併・分離などの
変遷を辿ることができる
●『企業名変遷要覧』
（2006.1刊）刊行後、社名変遷・新規上場があった3,169社の動静
を調査収録、現社名の下に、かつての社名・消滅した社名が一覧できます。
●経営統合、持株会社への移行により変更した社名だけでなく、清算・解散した旧
社名も調べることができます。

複雑なものには変遷図付き、また旧社名からも引ける
●変遷が複雑な過程を経ているものは、視覚的にわかりやすい変遷図を付けました。
「業種別一覧」のほか、旧社名・関連会社からも検索できる「社名索引」付き。
〔収録企業例〕
アイフル（株）／アップルインターナショナル（株）／荒川化学工業（株）／（株）阿波銀行／（株）稲葉製作所／（株）
インテリックス／（株）梅の花／（株）大阪チタニウムテクノロジーズ／沖電線（株）／（株）オプトホールディング
／（株）鹿児島銀行／カネヨウ（株）／（株）キトー／（株）京進／（株）ケア21／興銀リース（株）／五洋インテックス
（株）／（株）さが美／（株）三社電機製作所／シーアイ化成（株）／（株）島精機製作所／（株）小学館集英社プロダク
ション／ジョルダン
（株）
／新日鉄住金化学
（株）
／住友商事
（株）
／星和電機
（株）
／
（株）
全教研／ソーダニッカ
（株）
／大成温調（株）／大日本木材防腐（株）／（株）タカラトミー／田辺工業（株）／中央物産（株）／津田駒工業（株）／
（株）電通／（株）東海理化電機製作所／東京電力（株）／東都水産（株）／東洋刃物（株）／（株）豊田自動織機／長野
計器
（株）
／
（株）
ナンシン／ニチレキ
（株）
／日鉄住金ドラムテクノ
（株）
／日本化成
（株）
／日本システムウエア
（株）
／日本マクドナルドホールディングス
（株）
／日本電産
（株）
／
（株）
ノジマ／パーク二四
（株）
／原田工業
（株）
／
（株）
ヒマラヤ／（株）フォーバル／（株）不二越／（株）フジマック／フルサト工業（株）／（株）ベリテ／松井建設（株）／
丸三証券（株）／三井不動産（株）／ミニストップ（株）／（株）メイコー／（株）メルコホールディングス／（株）安永
／（株）ユー・エス・エス／横河電機（株）／（株）リオグループホールディングス／（株）リョーサン／ロンシール
工業（株）／BEENOS
（株）／IMV（株）／KYCOMホールディングス
（株）／Oakキャピタル
（株）／（株）TBK …etc.
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内容見本

LIXIL
02764 （株）
LIXIL
〈トステム系〉
1923年
1949年9月
1971年8月
1992年7月
〈INAX系〉
1766年
1921年
1924年
1985年
2001年

妙見屋商店を設立
日本建具工業（株）を設立
トーヨーサッシ（株）へ商号変更
トステム（株）へ商号変更
伊奈長三郎が茶器の制作販売を始める
匿名組合伊奈製陶所が発足
伊奈製陶（株）を設立
（株）INAXに社名変更
（株）INAXトステム・ホールディング
スが発足

〈新日軽系〉
1899年
那須アルミニューム器具製造所を創業
1951年
那須アルミニウム工業（株）に社名変更
1958年
日軽アルミニウム工業（株）に社名変更
1984年
新日軽（株）を設立
〈サンウエーブ工業系〉
1936年
中外精工（株）を設立
1946年
菱和木工（株）を設立
1947年
菱和工業（株）に商号変更
1952年
中外精工（株）が吸収合併され三中産業
（株）に商号変更
1954年
菱和工業（株）と三中産業（株）が合併し
サンウエーブ工業（株）を設立
〈東洋エクステリア系〉
1974年
東洋エクステリア（株）を設立
＊
＊
＊
＊
2011年4月 トステム（株）と（株）NAXと新日軽
（株）とサンウエーブ工業（株）と東洋
エクステリア（株）が合併し
（株）LIXILに商号変更

02765 （株）
LIXILグループ

［証券コード］5938
［上場区分］東証一部
1949年9月 日本建具工業
（株）を創設
1967年9月 東洋サッシ
（株）を設立（後：東洋サッ
シ工業（株））
1971年8月 トーヨーサッシ
（株）へ商号変更
1971年10月 東洋ドアー（株）を吸収合併
1974年11月 東洋エクステリア（株）を設立
1977年9月 東洋ビルサッシ（株）を設立
1982年10月 東洋サッシ工業（株）とジーエルホーム
（株）を吸収合併
1987年4月 TOSTEM THAI Co., Ltd.を設立
1987年4月 トステムファイナンス（株）を設立
（後：LIXILグループファイナンス
（株））
1992年7月 トステム
（株）へ商号変更
1993年4月 トステム不動産（株）他3社を吸収合併
1998年10月 トステムセラ（株）と日本レポール
（株）を吸収合併
1999年7月 （株）日本住宅保証検査機構を設立

証券コードも
記載

2001年1月 トステム試験研究センター（株）とトス
テム検査（株）を吸収合併
2001年4月 トステムビバ（株）を合併
2001年4月 大連通世泰建材有限公司を設立（後：驪
住通世泰建材（大連）有限公司）
2001年10月（株）
INAXトステム・ホールディン
グスに商号変更
2001年10月〈新〉トステム（株）を会社分割により
営業の全部を承継し設立（後：
（株）LIXIL）
2002年3月 （株）アイフルホームテクノロジーと
ブライトホーム（株）他2社の株式を現
物出資しハコス（株）を設立（後：
（株）21世紀住宅研究所;（株）LIXIL住
宅研究所）
2004年10月（株）
住生活グループへ商号変更
2010年7月 （株）INAXサンウエーブマーケティン
グを設立
2011年4月 トステム（株）と（株）INAXと新日軽
（株）とサンウエーブ工業（株）と東洋
エクステリア（株）が合併し
（株）LIXILに商号変更
2011年12月 驪住海尓住建設施（青島）有限公司を
設立
2012年7月 LIXIL GLOBAL
MANUFACTURING VIETNAM Co.
, Ltd.を設立
2012年7月 （株）
LIXILグループへ商号変更
2014年6月 （株）LIXILホームファイナンスを設立

02766 （株）
MAGねっとホールディングス

［証券コード］8073
［上場区分］ジャスダックスタンダード
1975年8月 （株）
亜土電子工業を設立
1999年8月 （株）
シーエスケイ・エレクトロニクス
に社名変更
2002年6月 （株）
ティー・ゾーンに社名変更
2003年4月 （株）T・ZONEキャピタルを設立
2003年8月 （株）T・ZONE DIYを設立
2003年8月 （株）
T・ZONEホールディングスに
持株会社として社名変更
2008年8月 （株）MAGを吸収合併し
（株）MAG
ねっとに社名変更
2008年11月（株）ガルガンチュア・アセット・マネ
ジメントを吸収合併
2009年3月 （株）
MAGねっとホールディングス
に社名変更
2009年3月 〈新〉
（株）MAGねっとを会社分割によ
り設立
2013年4月 （株）T・ZONEストラテジィを吸収
合併

02767 （株）
MARUWA
［証券コード］5344
［上場区分］東証一部

