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会社分割による光ディスクドライブ事業の統合に関するお知らせ 

 

 当社は、平成１７年１１月１７日に公表いたしましたとおり、光ディスクドライブ事業の統合

に関し、ソニー株式会社（以下ソニー）と同日付の覚書（Memorandum of Understanding）に基

づき協議を重ねて参りましたが、このたび合意に達し、本日（２月２７日）正式に合弁契約を締

結いたしました。 

この合弁契約に基づき、平成１８年４月１日を分割期日として、当社およびソニーの光ディ

スクドライブ事業を、会社分割により新設会社（以下新会社）に承継させることといたします。 

 

 

記 

1. 会社分割の目的 
光ディスクドライブ製品市場は、メーカ間で激しい競争に突入しております。競争力維持のた

めには、新たな種類の製品の開発が必要であり、そのため、多数の技術者を必要としておりま

す。かかる状況下において、ソニーと光ディスクドライブ事業を統合することは、当社の LSI
とソニーの光ピックアップ技術を組合わせることによる補完関係が成立し、また、優秀なエン

ジニアの活用に資するものと判断いたしました。 

 

2.会社分割の要旨 

 (1) 分割の日程（予定） 

分割期日 平成 18 年 4 月 1 日 

分割登記 平成 18 年 4 月 3 日 

 (2) 分割方式 

   ① 分割方式 

分社型新設分割 

   ② 分社型新設分割方式を採用した理由 

今回の事業統合を実現するうえで、法的手続の簡便さ、およびスケジュールの観点か

ら、分社型新設分割が最適と判断しました。 

(3) 簡易分割 

当社は、商法第３７４条ノ６の規定に基づき、分割計画書について株主総会の承認を得

ずして本件分割を行います。 



(4) 株式の割当 

新会社が発行する普通株式４０，０００株につき、当社に１８，０００株、ソニーに２

２，０００株を割当交付します。 

 (5) 新会社が承継する権利義務 

新会社は、光ディスクドライブ事業に関する売掛債権、棚卸資産、有形固定資産、無形

固定資産、買掛金、知的財産権（特許権を除く）、ならびに光ディスクドライブ事業のみ

に係る契約上の地位その他必要な権利義務を当社から承継します。 
なお、光ディスクドライブ事業に従事する当社の従業員は、当面、新会社に出向するこ

とになります。 

 (6) 債務履行の見込み 

① 当社に関する債務履行の見込み 

当社は、本分割により新会社に承継させる資産および負債の額を考慮すると、本分割

が当社の財務状況に及ぼす影響は極めて軽微であると判断しております。また、当社

の本分割後の事業活動において当社が負担する債務の履行に支障を及ぼす事象は発生

しておらず、また、かかる事象の発生の可能性は現在のところ予想されておりません。

よって、当社は、分割期日以降に弁済期が到来する当社が負担する債務につき履行の

見込みがあるものと判断しております。 

  ② 新会社に関する債務履行の見込み 

新会社は、本分割において承継する資産が承継する負債を上回る見込みです。また、

新会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態の発生は現在予想されていません。よ

って、新会社において、分割期日以降、新会社が負担する債務につき履行の見込みが

あるものと判断しております。 

 

 (7) 新会社に新たに就任する役員 

本分割に際して就任する取締役および監査役は以下のとおりです。 

（取締役） 

取締役     井原 勝美 

取締役     西谷 清 

取締役     金井 秀之助 

取締役     山村 真一 

取締役   鈴木 俊一 

取締役     山本 正彦 

取締役   市川 栄一 

（監査役） 

監査役     佐藤 謙 

監査役   森田 隆之 

 



3. 分割当事会社の概要 

(1) 商号 日本電気株式会社 

（分割会社） 

ソニーＮＥＣオプティアーク株式会社 

（承継会社） 

(2) 事業内容 コンピュータ、通信機器、ソフトウェアな

どの製造および販売ならびに情報通信サー

ビスその他情報サービスの提供 

光ディスクドライブ製品の開発、設計、製

造、マーケティング、販売に関する業務 

(3) 設立年月日 1899 年 7 月 17 日 2006 年 4 月 3 日 

(4) 本店所在地 東京都港区芝五丁目７番 1号 東京都品川区大崎東一丁目１１番１号 

(5) 代表者 代表取締役執行役員社長 金杉 明信 代表取締役社長 山村 真一 

(6) 資本金 

 

337,820 百万円 

(平成 17 年 3 月 31 日現在) 

490 百万円 

 

(7) 発行済株式総数 

 

1,929,268 千株 

(平成 17 年 3 月 31 日現在) 

40,000 株 

 

(8) 株主資本 

 

914,250 百万円 

(平成 17 年 3 月 31 日現在) 

3,880 百万円 

      

(9) 総資産 

 

2,487,750 百万円 

(平成 17 年 3 月 31 日現在) 

4,740 百万円 

 

(10) 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 従業員数 

 

23,168 名 

(平成 17 年 3 月 31 日現在) 

約 350 名 

 

(12) 主要取引先 NTT グループ、官公庁等  

(13) 大株主および持株比率 

 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱(信託口) 

 5.06%

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱(信託口) 4.25%

ｻﾞ ﾁｪｰｽ ﾏﾝﾊｯﾀﾝ ﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｲ ﾛﾝﾄﾞﾝ 2.48%

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 

505103             2.47% 

日本生命保険(相) 2.13%

住友生命保険(相) 2.13%

  (平成 17 年 3月 31 日現在) 

日本電気㈱  45% 

ソニー㈱            55% 

 

 

(14) 主要取引銀行 ㈱三井住友銀行、住友信託銀行㈱  

(15) 最近 3決算期間の業績 

 日本電気株式会社 

決算期  平成 15 年 3月期 平成 16 年 3月期 平成 17 年 3月期 

売上高 （百万円） 2,781,436 2,509,114 2,426,835

営業損益 （百万円） 24,890 16,252 22,083

経常損益 （百万円） 6,119 31,900 40,245

当期純損益 （百万円） △14,917 25,253 24,254

１株当り当期純損益 (円) △9.01 14.43 12.49

１株当り配当金 (円) 0.00 6.00 6.00

１株当り株主資本 (円) 406.26 473.87 474.41

 

4. 分割する事業の内容 

(1) 分割する事業の内容 

当社の第一ストレージ事業部が担当している光ディスクドライブに関する事業です。新会社

の売上規模は約２，２００億円、従業員数は約３５０名です。 

(2) 分割する事業の資産、負債 

平成 18年 3月末現在で算出した同事業の資産の額は約２３億円、負債の額は約９億円です。 



 

5. 分割後の当社の状況 

① 商号 日本電気株式会社 

② 事業内容 コンピュータ、通信機器、ソフトウェアの製造および販売ならびに情報

通信サービスその他情報サービスの提供 

③ 本店所在地 東京都港区芝五丁目７番 1号 

④ 代表者 代表取締役執行役員社長 金杉 明信 

⑤ 決算期 ３月３１日 

⑥ 業績に与える影響 本分割が当社の業績に与える影響は軽微であります。 

以 上 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

＜将来予想に関する注意＞ 

本資料には当社および連結子会社（以下ＮＥＣと総称します。）の戦略、財務目標、技術、製品、

サービス、業績等に関する将来予想に関する記述が含まれています。将来予想は、ＮＥＣが証券取

引所や米国証券取引委員会等の規制当局に提出する他の資料および株主向けの報告書その他の通

知に記載されている場合があります。ＮＥＣは、そのような開示を行う場合、将来予想に関するセ

ーフハーバー（safe-harbor）規則を定めている 1995 年米国民事証券訴訟改革法（Private 

Securities Litigation Reform Act of 1995）その他の適用法令に準拠しています。これらの記述

は、現在入手可能な仮定やデータ、方法に基づいていますが、そうした仮定やデータ、方法は必ず

しも正しいとは限らず、ＮＥＣは予想された結果を実現できない場合があります。また、これら将

来予想に関する記述は、あくまでＮＥＣの分析や予想を記述したものであって、将来の業績を保証

するものではありません。このため、これらの記述を過度に信頼することは控えるようお願いしま

す。また、これらの記述はリスクや不確定な要因を含んでおり、様々な要因により実際の結果とは

大きく異なりうることをあらかじめご承知願います。実際の結果に影響を与える要因には、(1)Ｎ

ＥＣの事業領域を取り巻く国際経済・経済全般の情勢、(2)市場におけるＮＥＣの製品、サービス

に対する需要変動や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてＮＥ

Ｃが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことができる能力、(4)Ｎ

ＥＣが中国等の海外市場において事業を拡大していく能力、(5)ＮＥＣの事業活動に関する規制の

変更や不透明さ、潜在的な法的責任、(6)市場環境の変化に応じてＮＥＣが経営構造を改革し、事

業経営を適応させていく能力、(7)為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等があり

ます。将来予想に関する記述は、あくまでも公表日現在における予想です。新たなリスクや不確定

要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。また、新たな

情報、将来の事象その他にかかわらず、ＮＥＣがこれら将来予想に関する記述を見直すとは限りま

せん。 

 

本資料に含まれる経営目標は、予測や将来の業績に関する経営陣の現在の推定を表すものではなく、

ＮＥＣが事業戦略を遂行することにより経営陣が達成しようと努める目標を表すものです。 

 

本資料に含まれる記述は、証券の募集を構成するものではありません。いかなる国・地域において

も、法律上証券の登録が必要となる場合は、証券の登録を行う場合または登録の免除を受ける場合

を除き、証券の募集または売出しを行うことはできません。たとえば、米国において証券の公募が



行われる場合には、1933 年米国証券法に基づく証券の登録が行われ、ＮＥＣおよび経営陣に関する

詳細な情報ならびに財務諸表が掲載された英文目論見書をもって公募を行うことになります。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


