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会社分割による持株会社体制への移行、子会社との合併 

及び商号変更に関するお知らせ 

 
本日開催の当社取締役会において、日本ファーネス工業株式会社（以下、「当社」）は平成 18 年

10 月１日付で持株会社体制に移行するに当たり、当社が営むファーネス事業及びこれに附帯する

営業の全部を会社分割により、新たに設立される当社 100％子会社の日本ファーネス株式会社に承

継させると共に、当社は当社 100％子会社のＮＦＫファイナンス株式会社と合併することを決定い

たしましたのでお知らせいたします。 

尚、本件実施後は、当社は持株会社として、商号を「株式会社ＮＦＫホールディングス」に変更

し、承継会社は商号を「日本ファーネス株式会社」とする予定であります。 

 

１．会社分割（持株会社移行）および子会社との合併の目的・経緯 

当社は「燃焼技術を通じて地球環境へ貢献する企業」を目指し、企業活動を展開させておりま

すが、昨年来より過去の業績低迷から脱却すべく企業体質の改善、業容の拡大に取り組んでおり、

その結果として、ファーネス（バーナ・焼却機器）事業に加え、新規事業として省エネルギータ

イプの「モータ」事業を立ち上げ、その技術による業容拡大を目指し、不動産・建築工事業への

取り組みを行い、確実に業容の拡大を行ってまいりました。 
今後も継続し、企業体質の改善、業容の拡大に取り組んでまいりますが、このようなグループ

構成の中、次の段階として、グループ企業での統一戦略に基づく有効的な経営資源（設備投資等）

の配分や外部企業とのアライアンス等に対する「迅速な意思決定」、より効果的なシナジーの訴

求が必要であると判断し、業務執行機関とグループ全体の経営戦略策定機能、経営管理、グルー

プ資源の最適配分等を行う機関を分けることで、機動的なグループ経営が図れるものと考え、当

社を持株会社とすることといたしました。 

手法につきましては、持株会社への移行を効率的に行うこと、そして、グループ企業への直接

的な支援ができる体制への転換をスピーディーに行うことを目的とし、会社分割により当社の営

むファーネス事業及びこれに附帯する営業の全部を新設する日本ファーネス株式会社に承継す

ることといたしました。 

また、当社は当社 100％子会社であるＮＦＫファイナンス株式会社との合併を行い、多階層の

複雑な事業構成を緩和し、グループ内におけるシナジー効果の訴求や直接的支援を行うこと、同

社の行っているグループ内外企業への投融資事業を継承し、グループ企業への投融資やグループ

戦略のための外部企業とのアライアンスやＭ＆Ａを効果的に行うことといたしました。 

  

 

 

 

 



２．日程 

分割計画書・合併契約書承認取締役会 平成 18 年５月 24 日 

分割計画書・合併契約書承認株主総会 平成 18 年６月 24 日（予定） 

分割・合併期日    平成 18 年 10 月１日（予定） 

分割・合併登記    平成 18 年 10 月２日（予定） 

 

３．会社分割（持株会社移行）の概要 

（１） 分割の方式 

当社を分割会社とし、新設する日本ファーネス株式会社に事業を承継させる分社型分割

（物的）であります。 

※当社は、平成 18 年 10 月１日以降、持株会社となるため、「株式会社ＮＦＫホールディン

グス」に商号変更いたします。 

 

（２） 株式の割当 

新設分割に際して新設会社「日本ファーネス株式会社」が発行する普通株式 5,000 株は

すべて当社に割り当てます。 

 

（３） 分割交付金 

分割交付金の支払いはありません。 

 

（４） 分割承継会社が承継する権利義務 

承継会社である日本ファーネス株式会社は、当社の平成 18 年３月 31 日現在における貸

借対照表その他同日の計算を基礎とし、これに分割期日までの増減を加味したファーネス

事業およびその関連の営業に係る資産、負債及び契約の一切を承継いたします。 

尚、債務の承継については、重量的債務引受の方法によるものとし、承継会社の事業に

従事する従業員は原則として当社（株式会社ＮＦＫホールディングス）からの出向といた

します。 

 

（５） 債務履行の見込み 

当社及び分割承継会社共に、本件分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ

ること、並びに事業活動においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在

のところ予想されていないことから、債務の履行の見込みがあるものと判断しております。 

 

（６） 承継会社である日本ファーネス株式会社に新たに就任する役員 

役職・氏名   現職（前職） 

代表取締役社長 富澤 一郎 当社常務取締役プラントエンジニアリング事業部長 

常務取締役 栗太 清文 当社取締役サーマルエンジニアリング事業部長 

常務取締役 山本 英次 当社取締役プラントエンジニアリング副事業部長 

取締役  武田 芳夫 当社常務取締役管理本部長 

監査役      矢原 仁 当社プラントエンジニアリング事業部 

ボイラー・燃焼技術総括 

監査役  村松 雄司 当社監査役 

監査役（社外） 向井 裕康 （日立造船株式会社顧問） 

 

（７） 分割する事業部門の内容 

① 分割する事業部門の内容 

分割期日前日において、当社が営むファーネス事業及びこれに附帯する営業の全部 

② 分割する事業部門の平成 18 年３月期における経営成績 

当社が営むファーネス事業及びこれに附帯する営業の全部を承継することから、 

「６．最近３年間の業績（１）」をご参照ください。 



③ 承継させる資産、負債の項目及び金額（平成 18 年３月 31 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 1,975 百万円 流動負債 276 百万円 

固定資産 283 百万円 固定負債 － 

資産合計 2,058 百万円 負債合計 276 百万円 

 

４．子会社との合併概要 

（１） 合併方式 

当社を存続会社、ＮＦＫファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併であります。 

 

（２） 合併により発行する当社株式 

当社 100％子会社であるＮＦＫファイナンス株式会社との合併であるため、新株の発行は

いたしません。 

 

（３） 合併交付金 

合併交付金の支払いはありません。 

 

（４） 資本金 

資本金の変更はありません。 

 

 

５．分割・合併当事会社の概要 

①商号 日本ファーネス工業株式会社 

（分割会社・合併会社）

※株式会社ＮＦＫホールディングス

に平成 18 年 10 月 1 日 

商号変更予定 

日本ファーネス株式会社

（新設承継会社） 

ＮＦＫファイナンス株式会社 

（被合併会社） 

②事業内容 ファーネス事業 

その他附帯事業 

ファーネス事業 

その他附帯事業 

グループ会社への投融資、

事業投資、融資等の事業 

③設立年月日 昭和 25 年４月 12 日 平成 18 年 10 月１日 平成 17 年７月 17 日 

④本店所在地 神奈川県横浜市鶴見区 

尻手２丁目１番 53 号 

神奈川県横浜市鶴見区 

尻手２丁目１番 53 号 

神奈川県横浜市鶴見区 

尻手２丁目１番 53 号 

⑤代表者 代表取締役社長 

田中 伸一 

代表取締役社長 

富澤 一郎 

代表取締役社長 

武田 芳夫 

⑥資本金 6,163 百万円 250 百万円 505 百万円 

⑦発行済株式総数 25,043,342 株 5,000 株 20,000 株 

⑧株主資本 7,248 百万円 1,782 百万円 785 百万円 

⑨総資産 8,459 百万円 2,058 百万円 2,096 百万円 

⑩決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 ２月 28 日 

⑪従業員数 93 名 91 名 ２名 

⑫大株主及び 

 持株比率 

大阪証券金融㈱ 

前野森幸 

㈱エス・エヌ・プロジェクト 

㈱神商 

4.30％ 

1.77％ 

1.60％ 

1.56％ 

㈱ＮＦＫホールディングス 

100%

 

 

日本ファーネス工業㈱ 

100%

 

 

⑬主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

⑭主要取引先 トヨタ自動車㈱ 

三井物産プラント㈱ 

マツダ㈱・三菱化学㈱ 

同左（予定） 日本ファーネス工業㈱ 



資本関係 当社が分割承継会社の発

行する株式を100％保有し

ます。 

当社が被合併会社株式を

100%保有しております。 

人的関係 当社役員全８名のうち５

名、及び従業員１名が分割

承継会社の役員を兼務し

ます。従業員は全員出向と

なります。 

当社役員全８名のうち３

名、及び従業員１名が被合

併会社の役員を兼務してお

ります。 

⑮当事会社と

の関係 

取引関係 当社が承継会社の管理部

門の業務を受託予定であ

り、一部不動産等を承継会

社に賃貸予定であります。

当社（日本ファーネス工業

㈱）は被合併会社に投資資

金を貸付けております。 

※ 日本ファーネス工業株式会社の概要は平成 18 年３月 31 日時点、日本ファーネス株式会社の概要は

分割後の予定であり、ＮＦＫファイナンスの概要は平成 18 年２月 28 日時点であります。 

※ 日本ファーネス工業株式会社の代表取締役社長田中伸一は、平成 18 年６月 24 日をもって辞任予定

であり、現常務取締役管理本部長の武田芳夫が後任として代表取締役社長に就任予定であります。 

※ 被合併会社の役員（監査役）1 名は、本日開催の取締役会において監査役候補として選任されてお

り、平成18年６月24日開催予定の定時株主総会の決議を持って当社監査役に就任予定であります。 

 尚、被合併会社役員２名は、合併をもって辞任する予定であります。 

 

６．最近３年間の業績 

（１）当社（百万円未満切捨） 

決算期 平成 16 年９月期 平成 17 年９月期 平成 18 年３月期

売上高 2,633 百万円 3,030 百万円 1,616 百万円

営業利益 △32 百万円 62 百万円 77 百万円

経常利益 △215 百万円 △263 百万円 66 百万円

当期純利益 △370 百万円 △682 百万円 △368 百万円

１株当り当期純利益（円） △5円 64 銭 △41 円 45 銭 △16 円 69 銭

１株当り配当金（円） ― ― ―

１株当り株主資本（円） 53 円 7 銭 347 円 24 銭 289 円 44 銭

※平成 17 年 12 月 20 日開催の定時株主総会承認をもって、決算期を９月 30 日から３月 31 日に変更している

ことから、平成 18 年３月期については、平成 17 年 10 月１日から平成 18 年３月 31 日の６ヶ月間の業績とな

っております。 

（２）日本ファーネス株式会社 

新設承継会社であることから、実績はありません。 

（３）ＮＦＫファイナンス株式会社 

決算期 平成 18 年２月期 

売上高 49 百万円

営業利益 △5百万円

経常利益 △11 百万円

当期純利益 △155 百万円

１株当り当期純利益（円） △77,800 円

１株当り配当金（円） ―

１株当り株主資本（円） 39,250 円

※平成 17 年７月 17 日設立であることから、平成 18 年２月期は設立日から８ヶ月間の数値となりま

す。 

 

 

 



７．分割・合併後の当社の状況 

（１） 商号  株式会社ＮＦＫホールディングス 

（英文名 NFK HOLDINGS CO., LTD） 

（２） 事業内容 グループ会社の経営戦略策定・管理並びにそれらに附帯する業務及び投

資事業 

（３） 本店所在地 神奈川県横浜市鶴見区尻手２丁目１番 53 号 

（４） 代表者  代表取締役社長  武田 芳夫（当社常務取締役管理本部長） 

代表取締役副社長 富澤 一郎（当社常務取締役 

プラントエンジニアリング事業部長） 

（５） 資本金  6,163 百万円 (平成 18 年３月 31 日現在) 

（６） 総資産  未確定（承継会社に承継する負債相当額が減少いたします。） 

（７） 決算期  ３月 31 日 

（８） 従業員数  10 名 

（９） 業績に与える影響 会社分割の承継会社は当社 100％子会社であり、また、合併につきまし

ても、当社 100％子会社との吸収合併であるため、連結業績に与える影

響はありません。また、当社の単体業績につきましては、本件分割によ

り当社が持株会社となるため、主な収入は子会社及び関係会社からの経

営管理業務委託料、不動産賃貸、配当収入等になり、本件合併により投

資事業によるものが加わります。また、費用は持株会社としての機能に

係るものが中心となる予定であります。 

 

※代表者につきましては、平成 18 年６月 24 日開催予定の定時株主総会及び同日開催の取締

役会決議を前提としております。 

 

８．株式会社ＮＦＫホールディングスの業績見通し 

決 算 期 平成 19 年３月期 

売 上 高 2,000 百万円（△1,200 百万円） 

営 業 利 益 180 百万円（   52 百万円） 

経 常 利 益 110 百万円（   10 百万円） 

当 期 純 利 益 100 百万円（―） 

１株当たり年間配当金 2 円 

※ （）内は会社分割・合併による影響見込み額であります。 

 

９．株式会社ＮＦＫホールディングスの連結業績見通し 

 平成 19 年３月期 

連 結 売 上 高 15,500 百万円(―) 

連 結 営 業 利 益 1,400 百万円(―) 

連 結 経 常 利 益 900 百万円(―) 

連 結 当 期 純 利 益 700 百万円(―) 

※ （）内は会社分割・合併による影響見込み額であります。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 



【ご参考】グループ再編図 

 

 

≪分割・合併前≫ 平成 18 年 5 月 24 日現在 

 

100% 100% 43% 93% 56% 100%

100% 100% 50%

60% 50% 50% 50% 23%

NFK
テクノロジー
株式会社

NFK
テクノロジー
シンガポール

イーモービル
株式会社

株式会社
アクスル

株式会社
ファーネスト

株式会社
ユニバーサル
ハウジング

株式会社
ファーネス・

カンリ

株式会社
ゲネシス

株式会社
ラジアント

日本ファーネス工業株式会社

ＮＦＫ
ファイナンス
株式会社

日本
ファーネス製造

株式会社

株式会社
リエロ・
ジャパン

株式会社
アクスル総研

株式会社
アクスル香港

 
 

 

≪分割・合併後≫ 平成 18 年 10 月１日以降 

 

100% 100% 50% 100% 100% 43% 93% 56% 100%

60% 50% 50% 50% 23%

NFK
テクノロジー
株式会社

NFK
テクノロジー
シンガポール

イーモービル
株式会社

日本ファーネス工業株式会社＋ＮＦＫファイナンス株式会社

日本
ファーネス
株式会社

日本
ファーネス製造

株式会社

株式会社
アクスル

株式会社
アクスル総研

株式会社
アクスル香港

株式会社
ゲネシス

株式会社
ラジアント

↓

《新設会社》

株式会社ＮＦＫホールディングス

株式会社
ファーネス・

カンリ

株式会社
ユニバーサル
ハウジング

株式会社
ファーネスト

株式会社
リエロ・
ジャパン

 

ファーネス事業

モータ関連事業

不動産・建築事業

※右上の数値は出資比率です。  


