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会社分割に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 3 月 29 日に開示した国内ステンレス鋼板の販売事業およびコイルセンター

事業に関わる統合新会社の発足について、本日開催の取締役会において、平成 19 年 7 月 1日を分

割の効力発生日として、当社の国内ステンレス鋼板販売事業の一部を会社分割して日本ステンレ

ス商事㈱（以下「日ス商事」）に承継することを決議し、吸収分割契約を締結しましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

 

1. 会社分割の目的 

当社は昭和 44 年に日ス商事に出資し、ステンレス鋼板販売事業の業容拡大を図ってまいり

ました。平成 15 年には、新日鐵住金ステンレス㈱（以下「NSSC」）が発足し、事業環境が

劇的に変化しました。その変化に対応すべく市場・顧客への対応強化を行ってまいりしたが、

今般、日ス商事を承継会社とし、NSSC、日鐵商事㈱と共に新たなビジネスモデルを構築する

ことで、更なる業容拡大を図ることを目的としております。 

 

2. 会社分割の要旨 

(1) 分割の日程 

分割決議取締役会 平成 19 年 5 月 18 日 

分割契約締結 平成 19 年 5 月 18 日 

分割効力発生日 平成 19 年 7 月 1日 

※ なお、当該会社分割は、会社法第 784 条第 3 項に定める簡易分割により株主

総会の承認決議を経ずに行います。 

(2) 分割方式 

当社を分割会社、既存の日ス商事を承継会社とする吸収分割です。 

(3) 割当株式数 

承継会社は、本件吸収分割に際して、普通株式を 66,892 株当社に割り当てます。 

(4) 割当株式数の算定の考え方 

① 算定の基礎及び経緯 

当社と日ス商事は、本件吸収分割により割り当てられる本件普通株式の株式数

（割当株式数）に関し、公正性、妥当性を確保する見地から、株式会社三井住友

銀行に交渉および協議において参考とすべき割当株式数の算定を依頼しました。

当社は、割当株式数の算定結果を参考に、上記割当株式数の妥当性について検討

を行いました。 

② 算定機関との関係 

関連当事者には該当致しません。 



(5) 分割により減少する資本金等 

本分割により資本金の減少はありません。 

(6) 分割会社の新株予約権付社債に関する取り扱い 

該当事項はありません。 

(7) 承継会社が承継する権利義務 

NSSC 製造に係るステンレス鋼板の国内販売事業（自動車排気用を除く。）及び NSSC

製造に係るステンレス棒線の国内販売事業に関する権利義務 

(8) 債務履行の見込み 

当社及び承継会社は、効力発生日以降における債務の履行の見込みについて問題が

ないものと判断いたしました。 

 

3. 分割当事会社の概要 

(1) 商号 住友商事株式会社 日本ｽﾃﾝﾚｽ商事株式会社 

(2) 事業内容 総合商社 ｽﾃﾝﾚｽ商社 

(3) 設立年月日 大正 8年 12 月 昭和 35 年 4 月 

(4) 本店所在地 東京都中央区晴海 1-8-11 

晴海アイランド トリトンスク

エア オフィスタワーY棟 

東京都墨田区両国 2-10-14 

(5) 代表者の 

 役職・氏名 
代表取締役社長 岡 素之 代表取締役社長 小林 吉明 

(6) 資本金 219,279 百万円 215 百万円 

(7) 発行済株式数 1,250,602,867 株 80,000 株 

(8) 純資産 1,473,128 百万円 1,234 百万円 

(9) 総資産 8,430,477 百万円 9,999 百万円 

(10) 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11) 大株主及び 

 持ち株比率 
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 8.68% NSSC 65%

 
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

(信託口) 7.45%
住友商事 35%

 
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

(信託口 4) 3.22%
 

 三井住友海上火災保険 2.66%  

 住友生命保険 2.47%  

 

4. 分割する事業部門の概要 

(1) 分割する部門の事業内容 

NSSC 製造に係るステンレス鋼板の国内販売事業（自動車排気用を除く。）及び NSSC

製造に係るステンレス棒線の国内販売事業 

(2) 分割する部門の経営成績 

 分割事業(a) 単体実績(b) 比率(a/b) 

売上 241 億円 5 兆 7325 億円 0.42% 

 



 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額 

資産  負債  

流動資産 9,002 百万円 流動負債 7,150 百万円

固定資産※ 60 百万円   

合計 9,062 百万円 合計 7,150 百万円

※ 分割する資産には関西ステンレス株式(80％)を含みます。NSSC 社からの分割資産と 

併せ、関西ステンレス㈱と友和産業㈱は日ス商事の 100％子会社となる予定です。 

 

5. 吸収分割承継会社の状況 

(1) 商号        日本ｽﾃﾝﾚｽ商事株式会社 

（会社分割後、「NS ステンレス株式会社」に商号変更予定） 

(2) 事業内容      ｽﾃﾝﾚｽ商社 

(3) 本店所在地     東京都墨田区両国 2-10-14 

(4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  水野 隆司（分割継承後株主総会を経て就任予定） 

(5) 資本金       2,000 百万円 

(6) 決算期       3 月 31 日 

 

6. 会社分割後の上場会社の状況 

(1) 商号        住友商事株式会社 

(2) 事業内容      総合商社 

(3) 本店所在地     東京都中央区晴海 1-8-11 

          晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY棟 

(4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  加藤 進（注） 

                        （注） 住友商事が平成19年５月７日に開催した臨時取締役会において内定した 

ものであり、平成19年６月22日に開催する予定の定時株主総会終了後の取締 

役会において、正式に決定します。 

(5) 資本金       219,279 百万円 

(6) 決算期       3 月 31 日 
(7) 会計処理の概要 

      本件吸収分割は、企業結合に係る会計基準にいう共同支配企業の形成に該当するた

め、当該分割により移転する事業に関する投資がそのまま継続していることとなり

ますので、移転損益は認識いたしません。 
なお、承継会社は、持分の結合の会計処理に基づき、事業承継に伴い取得する資産

および負債について、分割会社の当該吸収分割直前の適正な帳簿価額により計上い 

たします。 

(8) 分割による業績への影響の見通し 

本件分割による連結業績及び単体業績に与える影響は軽微です。 

 

以  上 



＜参考１＞  

今回の統合概要 

 

【統合前】 
 
 ＮＳＳＣ 住友商事 日鐵商事 

国内ｽﾃﾝﾚｽ鋼板販売事業 国内ｽﾃﾝﾚｽ鋼板販売事業 

日ス商事 
（受け皿会社） 

友和産業 
（コイルセンター） 

関西ステンレス 
（コイルセンター） 

65% 35％ 
100% 

20% 
80% 

（技術ｻｰﾋﾞｽ機能の一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

【統合後】 
 

 
ＮＳＳＣ 

 
住友商事 

28% 36%

 
友和産業 

（関東 CC） 

 
関西ステンレス 

100% 100% 技術ｻｰﾋﾞｽ

（関西 CC） 

 
統合新会社 ＮＳステンレス（仮称） 

（東京、大阪、名古屋、広島、福岡、直江津） 

日鐵商事 
 



 
＜参 考 2＞ 

 

日本ステンレス商事、友和産業、関西ステンレスの概要 

 

 

I．日本ステンレス商事㈱ 

 

(1) 主要株主 NSSC 65%、住友商事 35％ 

(2) 社長 代表取締役社長 小林 吉明 

(3) 本社 

(4) 支店等 

(5) 従業員数

 

東京都墨田区 

大阪支店、直江津営業所、名古屋営業所、市川サービスセンター 

53 名 

 

 

II．友和産業㈱ 

 

(1) 主要株主 NSSC 100% 

(2) 社長 代表取締役社長 橋本 浩明 

(3) 従業員数 32 名 

(4) 加工拠点 富津工場 千葉県富津市新富 33-4  20,000 ㎡ 

主要設備 レベラー２基、スリッター、リシャー ２基 

 

 

III．関西ステンレス㈱ 

 

(1) 主要株主 住友商事 80%、NSSC 20% 

(2) 社長 代表取締役 宮川 清 

(3) 従業員数 29 名 

(4) 加工拠点 本社工場 兵庫県尼崎市東海岸町 27  14,617 ㎡ 

設備概要 レベラー２基、スリッター、リシャー 

 

以  上 

 


