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ます）に承継することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

開示しています。

記

１． 会社分割の目的

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12月25日　（当社および新興産業）
分割計画書承認株主総会 平成20年 １月21日　（新興産業）
分割期日 平成20年 ４月 １日　（予定）
分割登記 平成20年 ４月 ２日　（予定）
（注）

得ることなく行います。なお、株券は不発行とします。

（２） 分割方式

する共同会社分割（新設分割）です。

（３） 株式の割当

よる剰余金の配当により、全株式を当社に割り当てます。

（４） 分割交付金
　当分割にあたって、分割交付金の支払いはありません。

（５） 当社の新株予約権付社債に関する取り扱い

は、当分割による変更はありません。

（６） 会計処理の概要
　完全親子会社間の共同新設分割のため、簿価引継法にて会計処理を行います。

（７） 新設会社が承継する権利義務

その他の権利義務並びに契約上の地位を承継します。

併せて、当社の衣料繊維開発・販売部門と新興産業の衣料繊維事業（販売）部門を統合して、

当社および新興産業を分割会社とし、両社が共同で設立する東洋紡ＳＴＣを新設会社と

　なお、本会社分割は、連結子会社と共同で行う簡易会社分割であるため、開示事項と内容を一部省略して

海外市場開拓の中核となるグローバルトレーディング会社を設立いたします。

当社グループでは、事業ポートフォリオ改革を加速するため、「スペシャルティ事業の拡大」
「衣料繊維事業改革」「グループ一体経営」および「財務体質の改善」の４つの重点課題に
取り組んでおりますが、今回その具体的方策のひとつとして､当社およびグループ最大規模の

当社グループがもつコアテクノロジーを活用した、フィルム・機能樹脂、産業マテリアル、ライフ
サイエンスからなるスペシャルティ事業の強化・拡大を図るため、これら高機能製品の販売、特に

当社および当社の完全子会社である新興産業株式会社（以下「新興産業」といいます）は、平成19年
12月25日開催の両社取締役会において、当社の衣料繊維事業の開発･販売部門および、新興産業の
フィルム・機能樹脂、産業マテリアル、ライフサイエンス、衣料繊維の各事業（以下、「本件事業」といいます)を
それぞれ分割し、東洋紡スペシャルティズトレーディング株式会社（新設会社、以下「東洋紡ＳＴＣ」といい

（額面総額200億円）を発行しておりますが、この新株予約権付社債の取り扱いにつきまして

当分割は、会社法第805条の規定に基づき、当社においては株主総会の承認を

共同会社分割（新設分割）に関するお知らせ

東洋紡ＳＴＣは、当分割に際して、当社および新興産業から本件事業に関する資産・債務

子会社である新興産業の組織を再編することとしました。

当社グループの競争優位技術を活かせる機能衣料へ絞り込んだ開発・販売事業を展開し、
衣料繊維事業においても資産効率の高い提案型スペシャルティ事業の構築を進めてまいります。

東洋紡ＳＴＣは、当分割に際して普通株式 50,000株を発行し、直接に、または新興産業に

当社は、平成19年３月23日に「2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」

平成19年12月25日

会 社 名
代表者名

問合せ先

東 洋 紡 績 株 式 会 社
坂 元 龍 三

中 谷 弘 司

代表取締役社長

広報室マネジャー



（８） 債務履行の見込み

（９） 新設会社の取締役および監査役

です。
代表取締役 香川　裕行
取締役 下道　節男
取締役 吉岡　俊次
取締役(非常勤） 堂園　栄一
取締役(非常勤） 渡辺　　 賢
取締役(非常勤） 能勢　広茂
監査役 藤井　信矢
監査役（非常勤） 缶 　　文雄
監査役（非常勤） 森田　盛人
(注)

をそれぞれ兼務しております。

３． 分割当事会社の概要

（１） 商号

（２） 事業内容 　フィルム・機能樹脂事業 　フィルム・機能樹脂、 　フィルム・機能樹脂、産業

　産業マテリアル事業 　産業マテリアル、 　マテリアル、ライフサイエ

　ライフサイエンス事業 　ライフサイエンス、 　ンスの販売事業

　衣料繊維事業 　衣料繊維の販売事業　ほか 　衣料繊維の開発･販売事業

（３） 設立年月日 　大正３年６月26日 　昭和11年11月27日 　平成20年４月１日（予定）

（４） 本店所在地 　大阪市北区 　大阪市中央区 　大阪市北区

　堂島浜二丁目２番８号 　久太郎町二丁目４番27号 　堂島浜二丁目２番８号

（５） 代表者 　代表取締役社長 　代表取締役社長 　代表取締役社長

　坂元　龍三 　能島　鐵之助 　香川　裕行

（６） 資本金 43,341 百万円 2,497 百万円 2,500 百万円

（７） 発行済株式数 699,027 千株 39,500 千株 50 千株

（８） 株主資本（単体） 92,563 百万円 5,032 百万円 5,000 百万円

（９） 総資産（単体） 376,174 百万円 44,541 百万円 52,834 百万円

（10） 決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日

（11） 従業員数（単体） 3,272 人 251 人 436 人

（12） 主要取引先 　新興産業㈱ 　東洋紡績㈱　等 　東洋紡績㈱　等

　伊藤忠商事㈱

　丸紅㈱　等

（13） 大株主および 　日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託 　東洋紡績㈱ 　東洋紡績㈱

持株比率 　銀行㈱（信託口） （注）

　日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託

　銀行㈱（信託口）

　日本生命保険相互会社

（14） 主要取引銀行 　㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 　㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 　㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行

　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

　㈱三井住友銀行 　㈱三井住友銀行 　㈱三井住友銀行

（15） 当事会社の関係 当社が100％出資する連結子会社　（注）

新設会社の取締役６名および監査役３名は、当社および新興産業から

派遣または兼務

当社の本件事業に従事する従業員185名を新設会社へ出向

新興産業の本件事業に従事する従業員251名を新設会社へ転籍

当社が製造するフィルム・機能樹脂、産業マテリアル、ライフサイエンス、

衣料繊維の製品販売

（注） なお、新興産業は、東洋紡ＳＴＣの設立の日に、東洋紡ＳＴＣの株式（同社が発行する株式の１０％）を

剰余金の配当として当社に割り当てる予定です。

履行の見込みがあるものと判断しております。なお、東洋紡ＳＴＣが当社および新興産業から

100.00%

承継する債務の全てについては、当社および新興産業が各々重畳的債務引受を行います。

東 洋 紡 績 株 式 会 社

（平成19年９月30日現在）

（分割会社）

（平成19年９月30日現在）

（分割会社） （新設会社）

東洋紡スペシャルティズ
トレーディング株式会社

（平成20年４月１日見込）

なお、香川裕行は当社取締役、吉岡俊次は新興産業取締役、缶文雄は当社監査役

当分割において、当社、新興産業および東洋紡ＳＴＣの負担すべき債務につきましては、

当分割において、東洋紡ＳＴＣの取締役および監査役に就任する予定の者は、以下のとおり

新 興 産 業 株 式 会 社

資 本関 係：

人 的関 係：

取 引関 係：

100.00%

3.20%

2.95%

3.80%



（16） 分割会社の最近３事業年度の業績 （単位：百万円、１株当たり指標は円）

１株当たり当期純利益

１株当たり配当金

１株当たり純資産

４． 分割する事業部門の内容
（１） 分割する事業の内容

当社の衣料繊維の開発・販売に関する事業
新興産業のフィルム・機能樹脂、産業マテリアル、ライフサイエンス、衣料繊維の各事業

（２） 本件事業の平成19年３月期における経営成績 （単位：百万円）

（３） 分割する資産・負債（平成２０年４月１日見込）
東洋紡績株式会社（分割会社） （単位：百万円）

新興産業株式会社（分割会社）

５． 分割後の状況
（１） 商号

（２） 事業内容 　フィルム・機能樹脂事業 　機械・物資他の販売事業

　産業マテリアル事業

　ライフサイエンス事業

　衣料繊維の開発･製造事業

（３） 本店所在地 　大阪市北区堂島浜二丁目２番８号 　大阪市中央区久太郎町二丁目４番27号

（４） 代表者 　代表取締役社長 坂元　龍三 　代表取締役社長 能島　鐵之助

（５） 資本金 43,341 百万円 100 百万円

（６） 総資産 352,431 百万円 6,738 百万円

（７） 決算期      　３月31日      　３月31日

６． 分割による損益への影響
　当社の連結業績見通しに与える影響はありません。

約８億円それぞれ減少する見通しです。

以　　上

項目

流動資産

３月期 ３月期

東洋紡績株式会社（分割会社） 新 興 産 業 株 式 会 社 （ 分 割 会 社 ）

平成17年 平成18年

３月期 ３月期

平成19年

３月期

平成19年 平成18年平成17年

91,135 

1,345 

90,688 

1,394 

86,612 

1,279 

10,338 

売 上 高

営 業 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

13.19 

5.00 

171.90 

決 算 期

３月期

240,500 

20,102 

15,431 

9,212 

14.80 

5.00 

185.66 

255,467 

22,609 

19,874 

5.00 

246,941 

22,163 

19,610 1,424 

12,391 154 

17.75 3.90 

1,373 

2.50 

1,537 

118 159 

2.99 4.03 

2.50 

136.94 134.28 

東洋紡績株式会社（分割会社） 新 興 産 業 株 式 会 社 （ 分 割 会 社 ）

2.50 

194.38 128.45 

本件事業（Ａ） 全体（Ｂ） 比率 本件事業（Ａ） 全体（Ｂ） 比率

（Ａ）/（Ｂ）ｘ100 （Ａ）/（Ｂ）ｘ100

84.1% 

経 常 利 益 809 19,874 4.1% 1,402 1,537 91.2% 

売 上 高 54,580 

項目

76,228 90,688 255,467 21.4% 

帳簿価額

負債

合計合計 25,731    

固定資産

23,444    

2,287    

28,603    

28,603    

項目項目 帳簿価額

流動資産 26,875    

固定資産 2,228    
負債

当社の個別業績におきましては、分割前の事業年度に比べ、売上高が約４２０億円、経常利益が

合計 29,103    

帳簿価額

21,231    

21,231    

帳簿価額

東洋紡績株式会社 新興産業株式会社

合計


