
 

ターボ分子ポンプ事業の会社分割手続きについてのお知らせ 

当社は，平成19年10月31日開催の取締役会において，平成20年1月1日を分割の効力発生日として，機

械・鉄構事業本部のターボ分子ポンプに係る事業を会社分割し，株式会社島津製作所に承継すること

を決定いたしましたので，お知らせいたします。 

                     記 
１．会社分割の目的 

当社は,ターボ分子ポンプ事業を所掌する広島製作所において,基幹事業であるプラント向けコンプ

レッサ－事業が拡大し生産能力や人員増強を要する状況にあり,また,今後成長が期待される有機Ｅ

Ｌ（エレクトロ・ルミネッセンス）等の伸長分野に注力していく方針であり,経営の選択と集中を進

める中で,以下の通り株式会社 島津製作所と合意したので,当該事業の吸収分割を実施することと

した。 

２．会社分割の要旨 

株式会社 島津製作所への事業承継に係る吸収分割 

ア． 分割の日程 

吸収分割決議取締役会         平成 19 年 10 月 31 日  

吸収分割契約締結            平成 19 年 10 月 31 日 

効力発生日               平成 20 年 １月 １日 

 イ． 分割方式 

当社を分割会社とし，株式会社島津製作所を承継会社とする吸収分割。 

   本件は，会社法第784条第3項の規定により，同法第783条第1項に定める株主総会の承認を得 

ないで分割を行うものである。 

ウ． 株式の割当 

本件分割に際し，株式の割当は行わない。 

エ． 分割交付金 

本件分割に際し，当社（以下，「分割会社」という。）は株式会社島津製作所（以下，「承継

会社」という。）から，ターボ分子ポンプ事業（以下，「対象事業」という。）に関して有す

る権利義務に代わり，金銭30億円を受領する。 

なお，本件分割に際して当社が受領する金銭の算定は，ディスカウントキャッシュフロー法及

び純資産価値をベースに分割対象事業の価値を算定した上で慎重に協議を行い，決定した。 

オ． 分割により減少する資本金等 

    本件分割により資本金は減少しない。 

カ． 分割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 

    分割会社の新株予約権に基づく義務を承継会社には移転又は承継させない。 

    なお，新株予約権付社債については該当はない。 

キ． 承継会社が承継する権利義務 

     ① 承継会社は，分割会社が対象事業に関して有する資産，契約上の地位，その他の権利及び

義務を承継する（但し，吸収分割契約において承継しないと定めたものを除く）。 

    ② 分割会社から承継会社に対する債務の承継は，免責的債務引受の方法による。 



 

ク． 債務履行の見込み 

本件分割において，分割会社及び承継会社が負担すべき債務については，履行の見込みに問題な

いと判断する。 

 

３．分割当事会社の概要           （平成19年3月31日現在の分割会社・承継会社の状況） 

商号 三菱重工業株式会社（分割会社） 株式会社 島津製作所（承継会社） 

事業内容 船舶・海洋，原動機，機械・鉄構，航空・

宇宙，中量産品の各事業における製造等 

分析・計測機器,医用機器,産業機器,航
空機器等の製造・販売 

設立年月日 昭和25年1月11日 大正6年9月1日 

本店所在地 東京都港区港南二丁目16番５号 京都市中京区西ノ京桑原町１番地 

代表者の役職・氏名 取締役社長   佃 和夫 取締役社長 服部 重彦 

資本金 265,608百万円 26,648百万円

発行済株式総数 3,373,647,813株 296,070,227株

純資産 1,446,436百万円（連結） 142,203百万円（連結）

総資産 4,391,864百万円（連結） 295,083百万円（連結）

決算期  3月31日 3月31日 

従業員数    62,940名（連結）

32,552名（単独）

   8,954名（連結）

3,110名（単独）

主要取引先 三菱商事(株)，住友商事(株)， 

三菱電機(株)他 

防衛省，三菱重工業(株)他 

・ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  7.09% ・明治安田生命保険(相)   7.14%

・日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株)信託口    4.55% ・日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)（信託口）  6.63%

・日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)信託口  3.74% ・日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株) （信託口） 5.75%

・野村信託銀行(株)退職給付信託三菱東京UFJ

銀行口  

3.72% ・東京海上日動火災保険(株)  2.60%

大株主及び持株比率 

・明治安田生命保険(相)  2.37% ・(株)三菱東京UFJ銀行 2.59%

 

主要取引銀行 

(株)三菱東京UFJ銀行，三菱UFJ信託銀行

(株)，(株)三井住友銀行，(株)みずほｺｰﾎﾟ

ﾚｰﾄ銀行他 

(株)三菱東京UFJ銀行他 

資 本 関 係 (株)島津製作所が，三菱重工業(株)の株式を84,973株

（0.00％）を保有。 

三菱重工業(株)が（株）島津製作所の株式を456,236株

（0.15%）保有 

人 的 関 係 重要な人的関係はなし 

 

当事会社間の関係等 

 

取 引 関 係 （株）島津製作所が，三菱重工業（株）に航空機器等

を納入 

最近３決算期間の業績                 （単位：百万円，百万円未満は切捨て） 

 三菱重工業株式会社（分割会社） 

（連結） 

決算期 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 

売上高 2,590,733 2,792,108 3,068,504

営業利益 14,772 70,912 108,912

経常利益 12,538 50,365 83,048

当期純利益 4,049 29,816 48,839

１株当たり当期純利益（円） 1.20 8.85 14.56

１株当たり配当金（円） 4 4 6

１株当たり純資産（円） 390.44 410.15 425.54

                                         



 

（単位：百万円，百万円未満は切捨て） 
    株式会社 島津製作所（承継会社） 

（連結） 

決算期 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 

売上高 233,558 242,638 262,431

営業利益 20,587 21,076 25,280

経常利益 17,344 18,319 23,205

当期純利益 11,902 11,316 13,379

１株当たり当期純利益（円） 43.87 39.32 45.30

１株当たり配当金（円） 7 7 8

１株当たり純資産（円） 360.81 438.15 479.60

 

４．分割する事業部門の概要 

(１) 分割する事業部門の事業内容 

ターボ分子ポンプに係る設計,製造,調達,品質保証,販売及びサービスに係る事業並びにこれに附

帯する事業。 

(２) 分割する部門の経営成績 

 部  門( ａ) 平成19年3月期実績(ｂ) 比率（ａ／ｂ） 

売 上 高 3,316 百万円 3,068,504 百万円 0.11％ 
 

(３) 分割する資産，負債の項目及び金額（平成19年 3月31日現在）         

資    産 負    債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

仕掛品等 2,026百万円  - 

機械装置等   470百万円  - 

合  計 2,496百万円 合  計 0百万円 

（注）分割する資産の金額は,分割予定日の前日までの増減を加除した上で確定させる。 

５．分割後の承継会社の状況 

（１） 商号   株式会社島津製作所 

（２） 事業内容 分析・計測機器,医用機器,産業機器,航空機器等の製造・販売 

（３） 本店所在地 京都市中京区西ノ京桑原町１番地 

（４） 代表者の役職・氏名 取締役社長 服部 重彦 

（５） 資本金 26,648百万円 

 （６） 決算期 3月31日 

 

６．分割後の分割会社の状況 

（１） 商号   三菱重工業株式会社 

（２） 事業内容 船舶・海洋，原動機，機械・鉄構，航空・宇宙，中量産品の各事

業における製造等 

（３） 本店所在地 東京都港区港南二丁目16番5号 

（４） 代表者の役職・氏名 取締役社長 佃 和夫 

（５） 資本金 265,608百万円 

（６） 決算期 3月31日 

（７） 業績に与える影響 

   本件分割が当社の業績に与える影響は軽微である。 

 

以 上 


