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平成 18年 7月 26日 

各   位 

 会  社  名 松下電器産業株式会社 

 代表者名  取締役社長    大坪 文雄 

 （コード番号 6752  東証･大商･名証 第一部） 

 問合せ先  財務・IR ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

   ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 河井 英明 

   （TEL．06－6908－1121） 

 

会社分割によるヘルスケア事業の統合について 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社の社内分社であるヘルスケア社が営む事業を、平

成 19年 4月 1日付で会社分割（以下「本件分割」）し、同事業を当社の子会社であるパナソニック四

国エレクトロニクス株式会社に承継させることを決定し、本日同社との間で、会社分割に関する基本

的事項を定める覚書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 

 
記 

 

 

１． 会社分割の目的 

本件分割は、ヘルスケア社が営む事業を当社より分割してパナソニック四国エレクトロニクス株

式会社に承継させ、ヘルスケア事業の一体運営を図ることを目的とするものです。今後、ヘルス

ケア事業全体のシナジー効果を発揮することにより、さらなる成長戦略と経営体質の強化を図っ

てまいります。 

 

２． 会社分割の内容 

 

（１） 会社分割の日程 

平成 18年 7月 26日 分割覚書締結 

平成 18年 12月下旬（予定） 分割契約承認取締役会 

平成 18年 12月下旬（予定） 分割契約締結 

平成 19年 4月 1日（予定） 分割期日（効力発生日） 
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（２） 分割方式 

当社を吸収分割会社とし、パナソニック四国エレクトロニクス株式会社を吸収分割承継会社

とする簡易吸収分割。 

 

（３） 株式の割当て 

未定。 

 

（４） 当社の新株予約権および新株予約権付社債の取扱い 

未定。 

 

（５） 会計処理の概要 

未定。 

 

（６） 承継会社が承継する権利義務 

パナソニック四国エレクトロニクス株式会社が承継する事業を遂行する上で必要と判断され

る、当該事業にかかる資産・負債等の権利・義務。 

 

（７） 債務履行の見込み 

本件分割により、当社およびパナソニック四国エレクトロニクス株式会社が負担すべき債務

についてはその履行の確実性に問題はないものと判断しております。 

 

 

※なお、本件分割については、従業員等との協議により理解と協力を得る予定であります。
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３． 分割当事会社の概要                           

 （平成 18年 3月 31日現在） 

商号 松下電器産業株式会社 

（分割会社） 

パナソニック四国エレクトロニクス

株式会社（承継会社） 

事業内容 電気・電子機器等の製造・販売 
電気・通信・電子・照明・医療用機

械器具ならびに医薬品等の製造・

販売 

設立年月日 昭和 10年 12月 15日 昭和 23年 11月 15日 

本店所在地 大阪府門真市大字門真 1006番地 愛媛県東温市南方 2131番地 1 

代表者 取締役社長 中村 夫 取締役社長 千 富 

資本金 258,740百万円 7,907百万円 

発行済株式総数       2,453,053,497株 158,146,560株 

株主資本 2,738,413百万円 145,508百万円 

総資産 4,991,261百万円 181,308百万円 

決算期 3月 31日 3月 31日 

従業員数 45,658名 2,889名 

主要販売先 

 
民生用機器は、家電・住宅設備機

器販売ルートを通じて広く一般需要

家に販売。 

産業用機器・部品等はシステム営

業・インダストリー営業ルートを通じ

て官公庁・一般法人・製造業等の需

要家に販売。 

松下電器 

 

 

 

 

 

 

大株主および持株比率

ﾓｯｸｽﾚｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀

行（信託口） 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託

銀行（信託口） 

日本生命保険相互会社

三井住友銀行 

7.46%

5.73%

5.24%

2.73%

2.66%

松下電器 100%

主要取引銀行 三井住友銀行、りそな銀行、他 百十四銀行、他 

資本関係 承継会社は、分割会社の 100％子会社です。 

人的関係 分割会社から、承継会社に従業員が出向しています。当事会社の関係 

取引関係 相互に役務提供・物品の売買を行っています。 

(注)百万円未満の金額は四捨五入しています（以下、同じ）。 
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最近 3決算期間の業績                                         （単位：百万円） 

 松下電器産業株式会社 

（分割会社） 

パナソニック四国エレクトロニクス 

株式会社（承継会社） 

決算期 
平成 16年

3月期

平成 17年

3月期

平成 18年

3月期

平成 16年

3月期 

平成 17年

3月期

平成 18年

3月期

売上高 4,081,485 4,145,654 4,472,579 197,778 167,327 150,788

営業利益 46,993 88,393 123,218 3,092 2,799 7,860

経常利益 105,201 116,280 216,425 2,483 3,210 7,714

当期純利益 59,499 73,453 20,445 5,769 -9,444 5,661

１株当たり当期純利益（円） 25.52 31.90 9.08 36.07 -60.21 35.28

１株当たり配当金（円） 14.00 15.00 20.00 52.19 50.03 43.15

1株当たり株主資本（円） 1,224.59 1,230.76 1,239.25 1,042.91 932.03 920.08

（平成 16年 3月期は百万円未満の金額は切り捨てています） 
 

４． 分割する事業部門の内容 
 

（１） ヘルスケア事業部門の内容 

血糖値測定システムの販売や超音波診断装置、補聴器等の開発、製造、販売 
 

（２） ヘルスケア事業部門の平成 18年 3月期における経営成績       （単位：百万円） 

 ヘルスケア部門 (a) 分割会社実績 (b) 比率（a/b） 

売上高 53,243 4,472,579 1% 

     （比率については、小数点以下は四捨五入しています） 
 

（３） 承継する資産、負債の項目および金額（平成 18年 3月 31日現在） 
                                                      （単位：億円） 

資   産 負   債 

項目 金額 項目 金額 

流 動 資 産 133 流 動 負 債 92 

固 定 資 産 19 固 定 負 債 3 

合            計 152 合            計 95 

 

５． 会社分割後の当社の状況および業績に与える影響 

商号 松下電器産業株式会社 

事業内容 電気・電子機器等の製造・販売 

本社所在地 大阪府門真市大字門真 1006番地 

代表者 取締役社長 大坪 文雄 

資本金 本件分割による変動はありません。 

総資産 本件分割による総資産に与える影響は僅少です。 

決算期 3月 31日 

業績に与える影響 
本件分割による連結業績に与える影響はありません。また、 

単独業績に与える影響は僅少です。 

以上 
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本プレスリリースには、松下グループの「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」（米国

1933年証券法第27条Aおよび米国1934年証券取引法第21条Eに規定される意味を有する）に該当する情報が記載さ

れています。本プレスリリースにおける記述のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予

想に関する記述に該当します。これら将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされた松下グル

ープの仮定および判断に基づくものであり、これには既知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の

要因が内在しており、それらの要因による影響を受ける恐れがあります。かかるリスク、不確実性およびその他

の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示される松下グループの将来における業績、経

営結果、財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがあります。松下グループは、本プレス

リリースの日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。投資家

の皆様におかれましては、1934 年米国証券取引法に基づく今後の米国証券取引委員会への届出等において松下電

器の行う開示をご参照下さい。 

  なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られ

るものではありません。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、当社の有価証券報告書にも記載されてい

ますのでご参照ください。 

 
●米国、欧州、日本、中国およびその他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費および企業による設備投資の動向 
●多岐にわたる製品・地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動 
●為替相場の変動（特に円、米ドル、ユーロ、人民元、アジア諸国の各通貨ならびに松下グループが事業を行って
いる地域の通貨または松下グループの資産および負債が表記されている通貨） 

●急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し、新製品を価格・技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ 
低コストで投入する松下グループの能力 

●松下グループが他企業と提携・協調する事業の動向 
●多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持する松下グループの能力 
●製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性 
●第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約 
●諸外国による現在および将来の貿易・通商規制、労働・生産体制への何らかの規制等（直接・間接を問わない） 
●松下グループが保有する有価証券およびその他資産の時価や有形固定資産、営業権などの長期性資産および 
繰延税金資産の評価の変動、その他会計上の方針や規制の変更・強化 

●地震等自然災害の発生、その他松下グループの事業活動に混乱を与える可能性のある要素 
 


