
 
平成 18 年 10 月 25 日 

各  位 

                                                 会 社 名    東洋炭素株式会社   

                                          代表者名    取締役社長 近藤照久 

（コード番号：5310 東証第一部） 

                                          問合せ先    取締役 栗本忠弘   

                                             （TEL．06-6473-7912） 

 
会社分割による東炭化工株式会社のブラシ開発部門 
およびブラシ原料製造部門の承継に関するお知らせ 

 

本日開催の当社取締役会において、当社は平成 18 年 12 月１日を期して、下記のとおり東炭化

工株式会社のブラシ開発部門およびブラシ原料製造部門を会社分割により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 

東炭化工株式会社は当社の完全子会社であり、モーター用カーボンブラシを中心とする製造

および開発を行っております。このたび当社は、ブラシ事業における材料開発の強化ならびに

スピードアップと、原料製造技術の強化を図ることを目的に、同社のブラシ開発部門およびブ

ラシ原料製造部門を会社分割により承継することといたしました。 
これにより、当社が有する開発ならびに原料製造に係る総合力をより有効に活用し、ブラシ

事業のグローバル展開において、東洋炭素グループとして更なる競争力強化を図ってまいりま

す。 
 

２．会社分割の要旨 

(１)分割の日程 

分割契約承認取締役会  平成 18 年 10 月 25 日 

分 割 契 約 締 結  平成 18 年 10 月 25 日 

分割期日（効力発生日）  平成 18 年 12 月１日 

 

(２)分割方式 

当社を承継会社とし、東炭化工株式会社を分割会社とする吸収分割です。 

なお承継会社である当社にとって本分割は会社法第 796 条第３項に定める簡易吸収分割の

要件を充足するものであり、会社法第 795 条第１項に定める株主総会の承認を得ることなく

行うものであります。 
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また分割会社である東炭化工株式会社にとって本分割は会社法第 784 条第１項に定める略

式吸収分割の要件を充足するものであり、会社法第 783 条第１項に定める株主総会の承認を

得ることなく行うものであります。 

 

(３)株式の割当て 

当社は新たな株式を発行せず、割当交付しません。 

 

(４)分割により増加する資本金等 

本分割により、当社の資本金等の額に変更はありません。 

 

(５)当社が承継する権利義務 

東炭化工株式会社のブラシ開発部門およびブラシ原料製造部門に属する取引契約関係およ

び無形資産を承継します。 

 

(６)債務履行の見込み 

本分割後の当社および東炭化工株式会社の負担すべき債務の履行につきましては、確実性

に問題はないものと判断いたしております。 

 

３．分割当事会社の概要 

（平成 18年５月 31日現在） 

(１) 商号 東洋炭素株式会社（承継会社） 東炭化工株式会社（分割会社）

(２) 事業内容 炭素製品の製造・販売 炭素製品の製造 

(３) 設立年月 昭和 22 年７月 昭和 55 年５月 

(４) 本店所在地 
大阪市西淀川区竹島五丁目７番

12 号 

大阪市西淀川区竹島五丁目７番

12 号 

(５) 代表者 取締役社長 近藤照久 取締役社長 近藤照久 

(６) 資本金 5,000 百万円 65 百万円 

(７) 発行済株式総数 13,333,792 株 130,000 株 

(８) 純資産 28,500 百万円 1,310 百万円 

(９) 総資産 39,301 百万円 1,962 百万円 

(10) 決算期 ５月 31 日 ５月 31 日 

(11) 従業員数 798 名 100 名 

(12) 主要取引先 
TOYO TANSO USA, INC.、上海東洋

炭素有限公司 等 
東洋炭素㈱ 

(13) 大株主及び 

持株比率 

近藤照久        14.76％

近藤純子        14.33％

近藤朋子         7.99％ 

近藤尚孝         6.25％

日本マスタートラスト信託銀行

㈱（信託口）      6.11％

東洋炭素㈱       100％

(14) 主要取引銀行 
㈱みずほ銀行、㈱百十四銀行、 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱百十四銀行 
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資本関係 東洋炭素㈱は東炭化工㈱の完全親会社であります。

人的関係 
東洋炭素㈱の役員および従業員が、東炭化工㈱の役

員を兼務しております。 (15) 当事会社の関係 

取引関係 
東炭化工㈱は東洋炭素㈱に製品を納入しておりま

す。 

 

(16)最近３決算期間の業績 

 東洋炭素株式会社（承継会社） 東炭化工株式会社（分割会社） 

決算期 
平成 16 年

５月期

平成 17 年

５月期

平成 18 年

５月期

平成 16 年

５月期

平成 17 年

５月期 

平成 18 年

５月期

売上高（百万円） 16,844 18,389 20,414 1,837 1,951 1,936

営業利益（百万円） 1,164 2,622 3,646 260 195 219

経常利益（百万円） 1,119 2,936 3,765 265 211 323

当期純利益（百万円） 61 1,601 2,030 168 140 216

１株当たり当期純利益（円） 22.24 143.17 178.04 1,299.30 1,081.63 1,668.22

１株当たり配当金（円） 10.00 4.00 10.00 100.00 100.00 100.00

１株当たり純資産（円） 5,514.03 1,518.24 2,138.61 7,530.11 8,511.75 10,079.97

（注）東洋炭素株式会社は平成 16 年 12 月 22 日付で株式１株につき４株の株式分割を行って

おります。なお、平成 17年５月期の１株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行わ

れたものとして計算しております。 

 

４．承継する事業部門の内容 

東炭化工株式会社のブラシ開発部門およびブラシ原料製造部門であります。 

 

５．承継後の当社の状況 

当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期に変更はありません。 

 

６．業績に与える影響 

本分割により連結業績に与える影響はありません。また、単体業績に与える影響は軽微であ

ります。 

 

以  上  
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