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2007 年 11 月 28 日 

各     位 

                ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 

                代表取締役社長 中島 俊雄 

                （コード番号 6723 東証第 1 部） 

               

子会社の合併に関するお知らせ 

 

２００7 年１１月 28 日開催の当社取締役会において、当社は 2008 年４月１日を期して、下記の

通り、九州日本電気株式会社（以下NEC九州）が、山口日本電気株式会社（以下NEC山口）およ

び NEC セミコンパッケージ・ソリューションズ株式会社（以下 SPACKS）を、また、関西日本電気株

式会社（以下NEC関西）が福井日本電気株式会社（以下ＮＥＣ福井）を、それぞれ吸収合併するこ

とを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、上記 5 社はすべて当社の１００％子会社で

あります。 

 

                            記 

１．合併の目的 

合併対象の5社は、当社グループ製品の製造を行なう生産会社であるが、会社統合

により、前工程と後工程の一貫化、および会社規模の拡大による生産効率の改善とCS

の向上を図るため、NEC九州がNEC山口およびSPＡCKSを、NEC関西がNEC福井をそれ

ぞれ吸収合併することとした。 

 

２．合併の要旨 

２．１ NEC九州によるNEC山口およびSPACKSの合併 

（１）合併の日程 

合併契約書調印            ２００８年１月（予定） 

合併契約書承認株主総会 

NEC九州：               ２００８年１月（予定） 

NEC山口：               ２００８年１月（予定） 

SPACKS：                ２００８年１月（予定） 

合併期日（効力発生日）  ２００８年４月１日（予定） 
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合併登記   ２００８年４月１日（予定） 

（２）合併の方式 

NEC九州を存続会社とする吸収合併方式で、ＮＥＣ山口およびSPACKSは解散す

る。 

（３）合併比率 

ＮＥＣ九州、NEC山口およびSPACKSは当社の100%子会社であるため、合併によ

る新株式の発行および資本金の増加はない。 

（４）合併交付金 

合併交付金の支払いは行わない。 

 

２．２ NEC関西によるNEC福井の合併 

（１）合併の日程 

合併契約書調印   ２００８年１月（予定） 

合併契約書承認株主総会 

NEC関西：               ２００８年１月（予定） 

NEC福井：               ２００８年１月（予定） 

合併期日（効力発生日）  ２００８年４月１日（予定） 

合併登記   ２００８年４月１日（予定） 

（２）合併の方式 

NEC関西を存続会社とする吸収合併方式で、NEC福井は解散する。 

（３）合併比率 

ＮＥＣ関西およびNEC福井は当社の100%子会社であるため、合併による新株式の

発行および資本金の増加はない。 

（４）合併交付金 

合併交付金の支払いは行わない。 

 

３．合併当事会社の概要（200７年３月3１日現在） 

３．１ NEC九州によるNEC山口およびSPACKSの合併 

商号 九州日本電気株式

会社（合併会社） 

山口日本電気株式

会社（被合併会社）

NECセミコンパッケ

ージ・ソリューション
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ズ株式会社（被合

併会社） 

事業内容 集積回路の製造

（前工程）および販

売 

集積回路の製造

（前工程）および販

売 

集積回路の製造

（後工程）および販

売 

設立年月日 1969年9月12日 1983年7月15日 1979年5月16日 

本店所在地 熊本県熊本市八幡

一丁目１番１号 

山口県宇部市東万

倉神元 

福岡県柳川市西浜

武９５５ 

代表者 代表取締役社長 

今村 徹 

代表取締役社長 

杉本榮治 

代表取締役社長 

小口俊夫 

資本金 10億円 3.2億円 4億円 

発行済み株式数 2,000,000株 8,000株 800,000株 

株主資本 10,013百万円 3,514百万円 1,367百万円 

総資産 66,123百万円 21,743百万円 35,492百万円 

決算期 3月31日 3月31日 3月31日 

従業員数 約2,200名 約1,200名 約1,500名 

主要取引先 NECエレクトロニクス

株式会社 

NECエレクトロニクス

株式会社 

NECエレクトロニクス

株式会社 

大株主および持ち

株比率 

NECエレクトロニクス

株式会社１００％ 

NECエレクトロニクス

株式会社１００％ 

NECエレクトロニクス

株式会社１００％ 

主要取引銀行 特にありません 特にありません 特にありません 

資本関係 特にありません 

人的関係 特にありません 

当事会社の関係 

取引関係 NEC九州およびNEC山口はSPACKSに半

導体の半製品を出荷している。 

 

３．２ NEC関西によるNEC福井の合併 

商号 関西日本電気株式会社（合併会社） 福井日本電気株式会社（被合

併会社） 

事業内容 集積回路・個別半導体の開発、製造 集積回路・個別半導体の製造
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（前工程）および販売 （後工程）および販売 

設立年月日 1983 年 7 月 1 日 1979年4月2日 

本店所在地 滋賀県大津市晴嵐ニ丁目 9 番 1 号 福井県坂井市春江町大牧字

東島１番地 

代表者 代表取締役社長  小林新司 代表取締役社長 渡辺生夫 

資本金 10 億円 4億円 

発行済株式数 20,000 株 800,000株 

株主資本 2,072 百万円 △861百万円 

総資産 50,673 百万円 17,895百万円 

決算期 3 月 31 日 3月31日 

従業員数 約 2,300 名 約850名 

主要取引先 NEC エレクトロニクス株式会社 NECエレクトロニクス株式会社 

大株主及び持

ち株比率 

NEC エレクトロニクス株式会社１００％ NECエレクトロニクス株式会社

１００％ 

主要取引銀行 特にありません 特にありません 

資本関係 特にありません 

人的関係 特にありません 

当事会社の関

係 

取引関係 NEC関西はNEC福井に半導体の半製品を出荷し

ている。 

 

４．最近３決算期間の業績 

４．１ NEC九州によるNEC山口およびSPＡCKSの合併 

（１）NEC九州（合併会社）                             （単位：百万円） 

決算期 2005 年 3 月期 2006 年 3 月期 2007年3月期 

売上高 73,598 64,053 56,038

営業利益 △609 2,049 △53

経常利益 △606 1,263 △850

当期純利益 △240 702 △599



 - 5 - 

一株当たり当期純利益（円） △119.96 351.09 △299.59

一株当たり配当金（円） 1,500.00 0 0

一株当たり株主資本（円） 4,955.15 5,306.24 5,006.65

 

（２）ＮＥＣ山口（被合併会社）                           （単位：百万円） 

決算期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 

売上高 62,392 22,479 23,110

営業利益 4,248 368 825

経常利益 3,577 △16 443

当期純利益 2,108 △1,054 299

一株当たり当期純利益（円） 263,542.62 △131,796.62 37,346.43

一株当たり配当金（円） 0 0 0

一株当たり株主資本（円） 533,666.42 401,869.80 439,216.24

 

（３）SPACKS（被合併会社）                           （単位：百万円） 

決算期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 

売上高 113,767 118,398 155,004

営業利益 1,198 △17 811

経常利益 981 △249 444

当期純利益 813 △1,163 △47

一株当たり当期純利益（円） 1,139.12 △1,453.28 △58.34

一株当たり配当金（円） 0 0 0

一株当たり株主資本（円） 3,220.85 1,767.58 1,709.24

 

４．２NEC関西によるNEC福井の合併 

（１）NEC関西（合併会社）                             （単位：百万円） 

決算期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 

売上高 78,612 78,752 85,113

営業利益 517 2,065 2,779

経常利益 △692 1,088 1,296
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当期純利益 △1,401 △935 △198

一株当たり当期純利益（円） △70,042.13 △46,752.92 △9,918.35

一株当たり配当金（円） 0 0 0

一株当たり株主資本（円） 160,453.33 113,761.22 103,816.24

 

（２）NEC福井（被合併会社）                           （単位：百万円） 

決算期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 

売上高 74,801 88,106 97,136

営業利益 787 △432 △54

経常利益 602 △607 △346

当期純利益 352 △1,679 △346

一株当たり当期純利益（円） 439.72 △2,098.18 △432.41

一株当たり配当金（円） 0 0 0

一株当たり株主資本（円） 1,453.90 △644.26 △1,076.67

 

５．合併後の状況 

５．１ NEC九州によるNEC山口およびSPACKSの合併 

（１）商号  未定 

（２）事業内容 集積回路の製造（前・後工程）および販売  

（３）本店所在地  未定 

（４）代表者  未定 

（５）資本金  10億円（合併による資本金の増加はない。） 

（６）総資産  1,200億円（推定） 

（７）決算期  3月31日 

（８）業績に与える影響 当社100%出資の連結子会社の合併であるため、業績に与える

影響はない。 

 

５．２ NEC関西によるNEC福井の合併 

（１）商号  未定 

（２）事業内容 集積回路・個別半導体の開発、製造（前・後工程）および販売 
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（３）本店所在地  未定 

（４）代表者  未定 

（５）資本金  10億円（合併による資本金の増加はない。） 

（６）総資産  680億円（推定） 

（７）決算期  3月31日 

（８）業績に与える影響 当社100%出資の連結子会社の合併であるため、業績に与える

影響はない。 

以 上 

 

問合せ先  NEC エレクトロニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753 番地 TEL (044)435-1664(直通) 

＜報道関係＞  猪熊／斎藤 

      ＜ＩＲ関係＞   中西／矢筈／覚知 

 


