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会社分割（簡易分割・略式分割）に関するお知らせ

当社は、本日下記の通り、2017 年２月１日を効力発生日として、当社の完全子会社である三菱化学株
式会社（以下「三菱化学」といいます。
）が所有する当社の連結子会社である大陽日酸株式会社（以下
「大陽日酸」といいます。
）の株式の管理事業（以下「本事業」といいます。
）を吸収分割（以下「本分
割」といいます。）により、当社に承継させることを決定し、本日付で吸収分割契約を締結いたしまし
たので、お知らせします。
なお、本分割は、当社完全子会社の一部の事業を承継する簡易分割・略式分割であるため、開示事項・
内容を一部省略して開示しています。
記

1. 本分割の目的
本事業を当社が承継することで、大陽日酸に対する経営管理機能を当社に集約するものです。
なお、当社は、本分割により、三菱化学が所有する大陽日酸の株式 60,947,870 株のすべて（2016
年９月 30 日現在の大陽日酸の発行済株式総数 433,092,837 株に占める割合で 14.07％（小数
点以下第三位を四捨五入）。以下、保有割合の計算において同じです。
）を承継し、現在当社が
所有する株式と合わせ、大陽日酸の株式を 218,996,766 株（保有割合 50.56％）所有すること
となります。
2. 本分割の要旨
（１） 本分割の日程
契約締結日
2016 年 12 月 22 日
実施予定日（効力発生日）2017 年 ２月 １日
※ 本分割は、当社においては会社法第 796 条第２項に規定する簡易分割であり、三菱化学
においては会社法第 784 条第１項に規定する略式分割であるため、それぞれ吸収分割契約
承認の株主総会を開催いたしません。
（２） 本分割の方式
三菱化学を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。
（３） 本分割に係る割当ての内容
本分割は、完全親子会社間での会社分割であり、本分割に際し当社は、三菱化学に対し、
対価を交付しません。
（４） 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り扱い
該当する事項はありません。
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（５） 本分割により増減する資本金
本分割により増減すべき資本金はありません。
（６） 承継会社が承継する権利義務
当社は、三菱化学の本事業に関する権利義務を承継いたします。なお、当社による債務の
承継は、すべて免責的債務引受の方法によるものとします。
（７） 債務履行の見込み
本分割において、効力発生日以後に当社が負担すべき債務の履行の見込みに問題はないも
のと判断しております。

3. 本分割の当事会社の概要
（１） 承継会社
(1)名称
(2)所在地
(3)代表者の役職・氏名
(4)事業内容
(5)資本金
(6)設立年月日
(7)発行済株式数
(8)決算期
(9)大株主及び持株比率
（2016 年９月 30 日現在）

株式会社三菱ケミカルホールディングス
東京都千代田区丸の内一丁目１番１号
代表執行役社長
越智 仁
グループ会社の経営管理（グループの全体戦略策定、資源配分など）
500 億円
2005 年 10 月３日
1,506,288,107 株
３月
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
5.75%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
5.50%
明治安田生命保険相互会社
4.27%
日本生命保険相互会社
2.82%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口９) 1.60%
(10)直前事業年度の経営成績及び財務状況（2016 年３月期・連結）
［日本基準］
純資産
1,554,528 百万円
総資産
4,061,572 百万円
１株当り純資産
636 円 43 銭
売上高
3,823,098 百万円
営業利益
280,026 百万円
経常利益
270,616 百万円
親会社株主に帰属する
46,444 百万円
当期純利益
１株当り当期純利益
31 円 70 銭
（注１）
「大株主及び持株比率（2016 年９月 30 日現在）」における持株比率の記載は、当社の発行
済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。
（注２）2016 年９月 30 日現在、当社は、自己株式 41,425,975 株（発行済株式総数に対する所有株
式数の割合 2.75％）を保有しています。
（注３）当社は 2017 年３月期より国際会計基準(IFRS)を採用しておりますが、2016 年３月期の数
値は日本基準での数値を記載しております。
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（２） 分割会社
(1)名称
三菱化学株式会社
(2)所在地
東京都千代田区丸の内一丁目１番１号
(3)代表者の役職・氏名
取締役社長
石塚 博昭
(4)事業内容
化学製品の製造、販売
(5)資本金
500 億円
(6)設立年月日
1950 年６月１日
(7)発行済株式数
2,177,675,032 株
(8)決算期
３月
(9)大株主及び持株比率
株式会社三菱ケミカルホールディングス
100 %
(10)直前事業年度の経営成績及び財務状況（2016 年 3 月期・連結）［日本基準］
純資産
380,399 百万円
総資産
1,374,734 百万円
１株当り純資産
134 円 96 銭
売上高
1,745,987 百万円
営業利益
69,392 百万円
経常利益
64,367 百万円
親会社株主に帰属する
△34,158 百万円
当期純損失（△）
１株当り当期純損失（△）
△15 円 68 銭
（注）三菱化学は 2017 年３月期より国際会計基準(IFRS)を採用しておりますが、2016 年３月期の
数値は日本基準での数値を記載しております。

4. 承継する事業部門の概要
（１） 承継する部門の内容
当社の連結子会社である大陽日酸の株式の管理事業
（２） 承継する部門の経営成績
当該業務の経営成績に関する記載事項はありません。
（３） 承継する資産、負債の項目及び金額
本分割による承継資産・負債は以下の通りです。
資産
負債
200 億円
200 億円

5. 本分割後の状況
本分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はあり
ません。
6. 今後の見通し
本分割による連結業績への影響はありません。
以 上
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（ご参考）
2017 年３月期連結業績予想(2016 年 10 月 28 日公表分) ［国際会計基準（IFRS）］
売上収益
2017 年３月期連結業績予想

営業利益

3,280,000

税引前利益

229,000

214,000

（百万円）
親会社の所有者に

当期利益

帰属する当期利益

179,000

125,000

（注１）コア営業利益 通期 259,000 百万円
コア営業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益（非経常項目）を除いて算出しております。
（注２）当社は 2017 年３月期より国際会計基準(IFRS)を適用しており、上記「連結業績予想」は IFRS に基づいた予想値となっ
ております。

2016 年３月期連結実績 ［日本基準］
売上高
2016 年３月期連結実績

（百万円）
営業利益

3,823,098

280,026
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経常利益
270,616

親会社株主に帰属する
当期純利益
46,444

