
 

平成 19年 7月 27日 
各 位 

会社名 株式会社ピーエス三菱 
  （コード番号 1871 東証第 1部） 
代表者名 代表取締役社長 延増 喬史 
問合せ先 社長室経営戦略部長 長沢 收 
  （TEL. 03－6385－8001） 

 

会社分割による工場の分社化に関するお知らせ 

 
 平成 19年 7月 27日開催の当社取締役会において、当社は平成 19年 10月 1日を期して、
下記のとおり当社の北上工場、茨城工場、滋賀工場、兵庫工場、水島工場、宮崎工場の 6 工
場において営むプレストレスト・コンクリート製品の製造・販売等事業（以下、「本件事業」とい

う。）を分社化し、新設するピー・エス・コンクリート株式会社（以下、「新設会社」という。）

に承継させる新設分割（以下、「本件分割」という。）を行う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 
当社が属します建設業界におきましては、各社生き残りをかけた熾烈な競争状態が続い

ております。当社は、今後の厳しい経営環境の下、確固たる経営基盤を確保していくた

め、収益改善に向けた諸対策を実施中であります。 
この施策の一環として、プレストレストおよびプレキャスト・コンクリート製品の製造

部門について、現在の全国 10工場体制を抜本的に見直し、北上工場、茨城工場、滋賀工
場、兵庫工場、水島工場、宮崎工場の 6 工場を当社 100％出資の子会社として分社化す
ることとしました。 
この分社化により、当該 6 工場が従来以上にコスト競争力を高め、自立化できるよう事
業運営を図ることで、当社グループの収益向上を目指すものであります。 
 

2. 会社分割の要旨 
(1) 分割の日程 
分割計画書承認取締役会  平成 19年 7月 27日 
分割期日   平成 19年 10月 1日（予定） 
設立登記日（効力発生日） 平成 19年 10月 1日（予定） 
 



 

(2) 分割方式 
① 分割方式 
当社を分割会社として、新設会社を承継会社とする分社型の新設分割（簡易分割）

です。なお、本件分割は会社法第 805条に定める簡易分割により、会社法第 804
条第 1項に定める株主総会の承認を得ることなく行います。 

② 当分割方式を採用した理由 
新設会社の事業は、今後も当社グループ主要事業の一つとして維持・強化してい

く方針ですので、引続き経営体としては当社との一体化を維持しながら、迅速な

意思決定等の効率化を図ることができる分社型新設分割方式を採用いたします。 
(3) 当社の新株予約権およ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。 

(4) 分割交付金 
分割交付金はありません。 

(5) 新設会社が承継する権利義務の概要 
① 資産、負債及びこれらに付随する権利義務 
（承継する資産） 
新設会社が当社から承継する資産は、分割期日における本件事業に関する現預金、

材料貯蔵品、株式会社茨城ピー・エス株式及び株式会社宮崎ピー・エス株式とし

ます。 
新設会社の事業に供されているその他の固定資産については、新設会社に承継せ

ず引続き当社が保有し、当社から新設会社に賃貸します。また、新設会社の事業

に供されている一切の知的財産権についても、新設会社に承継せず引続き当社が保

有し、当社から新設会社に対して使用又は実施許諾します。 
（承継する負債） 
負債については承継しないものとします。なお、偶発債務等が当社から新設会社

へ承継される可能性がありますが、その場合の承継方法は併存的債務引受の方法に

よるものとし、当社はかかる債務につき引続き履行の責を負います。 
（承継するその他の権利義務など） 
本件事業に関して当社が締結した契約の契約上の地位及びこれらに付随する一切の

権利義務は、新設会社に承継するものとする。但し、本件事業に関して当社が契約

したリース契約は、新設会社に承継せず、本件分割後、当社と新設会社の間におい

て、リース対象物件に関する転リース契約を締結します。 
② 雇用契約 
本件事業に従事する従業員との雇用契約については、新設会社に承継されないも

のとします。本件事業の運営に必要な従業員は、当該従業員の同意に基づいて当

社を退職した者を含め、新設会社にて採用します。 
 



 

(6) 債務履行の見込み 
本分割において、当社および新設会社が負担すべき債務につきましては、当社に残

存する資産額と新設会社が承継する資産額は各々の負債額を上回っていること、お

よび、当社および新設会社に継続的な損失が発生することは見込まれていないこと

から、いずれも債務の履行の見込みに問題ないものと判断しております。 
(7) 新設会社の代表者の役職・氏名 

本分割に際して就任する予定の代表者は次の通りです。 
 代表取締役社長  巻田 昭彦 

  
 



 

3. 分割当事会社の概要 
(1) 商号   株式会社ピーエス三菱 

（分割会社） 

ピー・エス・コンクリート株式会社

（新設会社） 

(2) 事業内容  1. プレストレスト・コンクリート工

事の請負ならびに企画、設計、施工

監理 

2. 土木一式工事、建築一式工事の請

負ならびに企画、設計、施工監理 

3. 土木建築構造物の維持、補修に関

する事業  

4. プレストレスト・コンクリート製

品およびプレカスト・コンクリート

製品の製造、販売ならびにそれらの

製造用具および附属資材部品の製

作、販売 

5. プレストレスト・コンクリート工

事用機械器具その他建設用機械器具

の設計、製作、販売および賃貸 

6. 鉱物の採掘およびその請負 

7. 不動産の売買、賃貸およびそれら

の仲介ならびに所有管理 

8. 運送業および倉庫業 

9. 損害保険代理業および生命保険

の募集に関する業務ならびに自動車

損害賠償保障法に基づく保険代理業

10. 前各号に関連ある一切の業務 

 

1. プレストレスト・コンクリート

製品の製造、販売ならびにその製造

用具および附属資材部品の製作、販

売 

2. プレキャスト・コンクリート製

品の製造、販売ならびにその製造用

具および附属資材部品の製作、販売

3. 特殊モルタルおよびコンクリ

ート製品の製造、販売ならびにその

製造用具および附属資材部品の製

作、販売 

4. プレストレスト・コンクリート

工事用機械器具その他建設用機械

器具の設計、製作、販売および賃貸

5. 土木建築構造物の維持、補修に

関する事業 

6. 不動産の売買、賃貸およびそれ

らの仲介ならびに所有管理 

7. 運送業および倉庫業 

8. 前各号に付帯関連する一切の

業務 

(3) 設立年月日 昭和 27年 3月 1日 平成 19年 10月 1日（予定） 

(4) 本店所在地 東京都中央区晴海二丁目 5番 24号 東京都中央区晴海二丁目 5番 24号

(5) 代表者 代表取締役社長 延増 喬史 代表取締役社長 巻田 昭彦 

(6) 資本金 4,218.5百万円 90百万円 

(7) 発行済株式総数 40,037,429株 9,000株 

(8) 純資産 18,095百万円 231百万円 

(9) 総資産 99,414百万円 231百万円 

(10) 決算期 3月 31日 3月 31日 

(11) 従業員数 1,684名 62名（予定） 



 

(12) 主要取引先 国土交通省、JR各社、高速道路各社、

各都道府県 

㈱ピーエス三菱 

(13) 大株主及び 

持株比率 

三菱マテリアル㈱ 

（内第一種後配株式） 
39.83%

(9.10%)

㈱ピーエス三菱 100%

 太平洋セメント㈱ 11.22%  

 三菱 UFJ信託銀行㈱ 

（内第一種後配株式） 
4.97%

(4.82%)

 

 ㈱三菱東京 UFJ銀行 

（内第一種後配株式） 
4.97%

(4.82%)

 

 住友電気工業㈱ 4.58%  

 （平成 19年 3月末時点）  

(14) 主要取引銀行 ㈱三菱東京 UFJ銀行 

三菱 UFJ信託銀行㈱ 

㈱みずほ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京 UFJ銀行 

資本関係 当社は新設会社の発行済株式総数の 100%を保有します。 

人的関係 当社は新設会社に取締役 2名、監査役 1名を派遣します。 

 

(15) 当事会社との関係 

取引関係 当社から新設会社へ製造委託等を行います。 

当社から新設会社へ工場に係る固定資産の賃貸を行います。

(16) 最近 3決算期間の業績（単位：百万円） 

 株式会社ピーエス三菱 

決算期 平成 17年 3月期 平成 18年 3月期 平成 19年 3月期 

売上高 143,814 144,124 133,989 

営業利益 954 546 △2,930

経常利益 1,049 656 △2,917

当期純利益 △1,231 △2,751 △9,800

1株当たり純利益（円） △38.74 △85.37 △302.43

1株当たり配当額（円） 10.00 10.00 10.00

1株当たり純資産額（円） 772.15 713.48 453.47

 



 

4. 分割する事業部門の内容 
(1) 事業の内容 
プレストレスト・コンクリート製品、プレキャスト・コンクリート製品の製造、販

売、特殊モルタルおよびコンクリート製品の製造、販売、その他関連ある業務 
(2) 分割する部門の経営成績 
工場の平成 19年 3月期における売上高             （単位：百万円） 

 売上高（a） 当社実績（b） 比率（a/b） 

6工場合計 5,561 133,989 4.15%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 19年 10月 1日見込み）  
 （単位：百万円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

現預金 90  － 

材料貯蔵品 121  － 

関係会社株式 20  － 

合計 231 合計 0 

 

5. 分割後の当社の状況 
(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。 
(2) 総資産 
総資産の変動はありません。 

(3) 業績に与える影響 
新設会社は、当社 100％連結子会社となるため、本分割が当社の連結業績に与える
影響はありません。また、単独業績に与える影響は軽微となる見込みであります。 

 
以上 


