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平成 18年 12月 11日 
各 位 

会社名 日 本 ガ イ シ 株 式 会 社  
 （登記社名 日本碍子株式会社）   
代表者名 代表取締役社長 松下 雋       

（コード番号 5333）           
（東証・大証・名証各第 1部、札証） 

問合せ先 取締役専務執行役員  和田 洋  
電話 052（872）7230          

 
当社の環境装置事業の一部を子会社へ承継させる吸収分割 

および 
子会社の運転管理委託事業の新設分割について 

 
当社は、本日開催の取締役会において、平成 19 年 4 月１日を目処として、当社の環境装置事

業の一部（以下、吸収分割対象事業という。）を吸収分割により当社の 100%子会社である株式会
社 NGK-E ソリューション（以下、ＮＥＳという。）に承継させ、併せて、NESの運転管理委託事業を
新設分割により設立する会社（以下、設立会社という。）に承継させることを決議しましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
1. 吸収分割及び新設分割の目的 

当社の吸収分割対象事業は、上水・下水処理及びごみ処理等の各種装置類の製造販売

及び各種プラントの設計・施工・請負を行っており、主に地方公共団体、官公庁向けに納入し

ております。また、NES は、主として当社が納入した各種プラント・装置類の運転管理、保全・
保守及び修理を行っております。 
 ここ数年、官公需向けの環境装置業界は、公共投資削減の影響で市場規模は縮小傾向に

あります。加えて、他社との競争激化による売価の低下等もあり、当社の環境装置事業は厳し

い経営環境に直面しております。いっぽう NESは包括委託の増加等により、今後も運転管理
委託事業の堅調な拡大が期待できるものの、中小企業の新規参入等による価格競争の激化

等厳しい事業環境にあります。このような状況は、今後も継続するものと見込まれることから、

当社としては大胆な改革に取り組む必要があると考えております。 
 このような理由から、今般、当社の吸収分割対象事業を、分社独立を通じて NES に承継し、
迅速な意思決定に基づく機動的な事業運営や、スリムで効率的な経営が可能となる体制へ

再構築することといたしました。 
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吸収分割承継会社ＮＥＳ（株式会社 ＮＧＫ水環境システムズに商号変更予定）は、当社の
セラミック技術や焼却炉を中心にした熱操作等のコア技術を基盤に、現在ＮＥＳが保有する既

設プラントの補修ノウハウ技術も活用し、技術提案型の企業を目指します。 
将来的には業界Ｎo.１の総合｢水｣環境エンジニアリング会社を指向していきます。 
また、運転管理委託事業をＮＥＳから分社独立させ、効率性を最優先にした経営と、機動的

な運営で、業界のなかで確固たる地位を築いて参ります。 
当社は、各種の経営支援を行い、グループ全体の企業価値の向上に努めて参ります。 

 
2． 当社及び NESによる吸収分割の要旨 
（１） 吸収分割の日程 

分割契約承認取締役会（当社、NES）  平成 19年 2月中旬（予定） 
分割契約締結（当社、NES）   平成 19年 2月中旬（予定） 
分割契約承認株主総会（NES）   平成 19年 2月下旬（予定） 
分割期日（効力発生日）    平成 19年 4月１日（予定） 
（注）当社は、会社法 784 条第 3 項（簡易分割）の規定により、分割契約の承認に関
する株主総会の承認を得ずに行います。 

（２） 分割の方式 
当社を分割会社とし、NESを承継会社とする吸収分割です。 

（３） 株式の割当て 
未定です。 

（４） 当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
該当事項はありません。 

（５） 会計処理の概要 
未定です。 

（６） 承継会社が承継する権利義務 
当社から NES が承継する吸収分割対象事業に係る権利義務の具体的な内容は
未定ですが、吸収分割対象事業に主として従事する従業員と当社の間の雇用契

約は NESに承継する予定です。 
（７） 債務履行の見込み 

未定です。 
 
3.  NESによる新設分割の要旨 

（１） 新設分割の日程 
分割計画承認取締役会  平成 19年 2月中旬（予定） 
分割計画承認株主総会  平成 19年 2月下旬（予定） 
成立日（設立登記日）  平成 19年 4月 2日（予定） 
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（２） 分割の方式 
NESを分割会社とし、設立会社を承継会社とする新設分割です。 

（３） 株式の割当て 
未定です。 

（４） ＮＥＳの新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
該当事項はありません。 

（５） 会計処理の概要 
未定です。 

（６） 設立会社が承継する権利義務 
NES から設立会社が承継する運転管理委託事業に係る権利義務の具体的な内
容は未定ですが、運転管理委託事業に主として従事する従業員と NES の間の
雇用契約は設立会社に承継する予定です。 

（７） 債務履行の見込み 
未定です。 

 
4.   分割当事会社の概要 

平成 18年 3月 31日現在 
（１）商号 日本ガイシ株式会社 

（当社：吸収分割会社） 
株式会社ＮＧＫ－Ｅソリューション 

（NES：吸収分割承継会社、 
新設分割会社） 

（２）事業内容 がいしなど電力関連機器、産業用セ

ラミックス製品、特殊金属製品の製造

販売及びプラントエンジニアリング事

業 

上水設備・下水処理設備・ごみ処理

設備の運転管理、保全・保守及び修

理 

（３）設立年月日 1919年 5月 5日 1973年 10月 1日 
（４）本店所在地 名古屋市瑞穂区須田町 2番 56号 名古屋市瑞穂区須田町 2番 56号 

（５）代表者 代表取締役社長 松下 雋 代表取締役社長 原 真一 
（６）資本金 69,849百万円 90百万円 
（７）発行済株式総数 356,560,196株 180,000株 
（８）純資産 238,469百万円 758百万円 
（９）総資産 420,850百万円 2,087百万円 
（10）決算期 3月 31日 3月 31日 
（11）従業員数 3,329名 330名 
（12）主要取引先 セイコーエプソン㈱ 

東京都下水道局 
東京電力㈱ 

日本ガイシ㈱ 
（財）愛知水と緑の公社 
宇都宮市 
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（13）大株主及び持株比率 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱（信託口）   11.62%
第一生命保険相互会社               7.70%
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱(信託口)  7.06%
明治安田生命保険相互会社           5.24%
㈱三菱東京 UFJ銀行              4.68%
三菱 UFJ信託銀行㈱              1.58%
日本生命保険相互会社             1.51% 
全国共済農業協同組合連合会        1.32%
東京海上日動火災保険㈱           1.22% 
セイコーエプソン㈱                  1.05%

日本ガイシ㈱     100％ 

（14）主要取引銀行 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 
資本関係 吸収分割承継会社は、吸収分割会社の 100%子会社である。 
人的関係 吸収分割会社から吸収分割承継会社に役員を派遣しており、 

従業員については相互に派遣している。 

（15）当事会社の関係 

取引関係 吸収分割会社は、吸収分割承継会社に役務提供、物品販売等

を行っている。 
  

 当社（吸収分割会社） NES（吸収分割承継会社・新設分割会社） 
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 189,453 200,083 205,938 5,810 6,177 6,828
営 業 利 益 7,938 12,882 19,329 67 186 231
経 常 利 益 8,576 15,872 21,966 69 188 234
当 期 純 利 益 8,573 9,017 15,299 40 106 123
1 株当 た り 当 期 純 利 益 （ 円 ） 24.54 26.02 45.34 1,001.34 587.96 684.18
1 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） 11.00 11.00 13.00 200.00 111.00 111.00
1 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 655.87 655.83 706.87 13,914.91 3,635.72 4,209.00

 
5. 分割する事業の内容 

（１） 当社及び NESによる吸収分割 
① 当社の吸収分割対象事業の内容 
上水・下水処理及びごみ処理等の各種装置類の製造販売 及び 各種プラント
の設計・施工・請負 
 

② 当社の吸収分割対象事業の平成 18年 3月期における経営成績 
 吸収分割対象事業（a） 平成 18年 3月期実績（b） 比率（a／b） 

売 上 高 43,377 205,938 21.06%
 

③ 承継させる資産、負債の項目及び金額 
未定です。 

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（16）直近 3決算期間の業績 
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（２） NESによる新設分割 
① 運転管理委託事業の内容 
上水設備、下水処理設備、ごみ処理設備等の運転管理 
 

② 運転管理委託事業の平成１８年３月期における経営成績 
 運転管理委託（a） ＮＥＳ 

平成 18年 3月期実績（b） 

比率（a／b） 

売 上 高 3,644 6,828 53.37%
  
③ 承継させる資産、負債の項目及び金額 

未定です。 
 
6. 分割後の状況 
（1） 当社 

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、総資産及び決算期に変更はござい

ません。 
 

（2） 吸収分割承継会社 
① 商号  株式会社 NGK水環境システムズ 

（株式会社 ＮＧＫ-Ｅソリューション が商号変更予定） 
② 事業内容         上水・下水処理及びごみ処理等の各種装置類の製造販売 

及び 各種プラントの設計・施工・請負 
③ 本店所在地 名古屋市瑞穂区須田町 2番 56号 
 

（3） 新設分割設立会社 
① 商号  株式会社 NGK-E ソリューション 
② 事業内容  上水設備、下水処理設備、ごみ処理設備等の運転管理 
③ 本店所在地 名古屋市瑞穂区須田町 2番 56号 
 

（4） 業績に与える影響 
NESは、当社の100%子会社であり、設立会社はＮＥＳの１００％子会社となる予定で
あるため、吸収分割及び新設分割が当社の連結業績に与える影響はありません。 
 

以上 

（単位：百万円）


