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当社原子燃料事業の会社分割による三菱原子燃料株式会社への承継に関するお知らせ 

 

当社は、平成21年2月17日開催の取締役会において、平成21年4月1日を分割の効力発生日として、原

子力事業本部の原子燃料事業を会社分割し、下記のとおり三菱原子燃料株式会社（以下、ＭＮＦ）に承継さ

せることを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本件分割は、当社の総資産の減少額が最近事業年度の末日における純資産額の10％未満、かつ、売

上高の減少額が最近事業年度の売上高の3％未満であると見込まれる会社分割であるため、開示事項・内容

を一部省略して開示しています。 
 

記 

１．会社分割の目的 

当社、三菱マテリアル株式会社（以下、三菱マテリアル）、三菱商事株式会社（以下、三菱商事）の三

菱グループ 3 社は、ＡＲＥＶＡ ＮＰ（仏国。以下、ＡＲＥＶＡ）を加え、原子燃料の設計・開発から

製造・販売までを一貫して行う総合原子燃料事業会社を合弁で発足させることとしている。 

地球温暖化防止の取り組みなどを背景に、原子力発電の重要性が世界的に高まっていることを受け、原

子燃料事業を強化するのが狙いで、技術、経験、実績を結集しながら、ＭＮＦが総合原子燃料事業会社

として生まれ変わる計画である。 

具体的には、ＭＮＦを承継会社として、当社から原子炉用核燃料に係る事業を、三菱マテリアルから原

子燃料集合体向けジルカロイ被覆管、ノズル、スパイダー及びその他製品の製造及び販売に係る事業を、

会社分割により承継するとともに、ＡＲＥＶＡから関連事業の移管を受け、ＡＲＥＶＡ及び三菱商事が

新株を引き受けることとしており、新しい株主構成は、当社 35％、三菱マテリアル 30％、ＡＲＥＶＡ

30％、三菱商事5％となる予定である。 

ＭＮＦは、総合原子燃料事業会社として、加圧水型原子炉（PWR）、沸騰水型原子炉（BWR）用のウラン

燃料、混合酸化物（MOX）燃料、及び高温ガス炉用のウラン燃料を供給するとともに、再転換役務など

の関連サービスを提供していく。海外市場では、三菱PWR燃料を以て独自に参入し、海外事業の拡大を

はかっていく。 

本件会社分割は、上記再編の一環として実施するものである。 

  

２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

分割決議取締役会  平成21年 2月17日（火） 

分割契約締結  平成21年 2月18日（水） 

分割の予定日  平成21年 4月 １日（水）（予定） 

 

（２）分割方式 

当社を分割会社とし、当社の関連会社であるＭＮＦを承継会社とする吸収分割。 

本件は、分割会社である当社においては会社法第784条第3項の簡易分割の要件を満たしているため、

同項に基づき、株主総会の承認決議を得ずに分割を行うものである。一方、承継会社であるＭＮＦに
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おいては、会社法第 795 条に基づき、平成 21 年 3 月 6 日に開催する臨時株主総会において本件吸収

分割契約の承認決議を行う予定である。 

 

（３）分割に係る割当ての内容 

ＭＮＦは、本件分割に際し、普通株式535,692株をすべて当社に割当交付する。 

なお、当社の有価証券の所有者に割当てられる有価証券はない。 

 

（４）分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

本効力発生日時点における、ディスカウント・キャッシュフロー（ＤＣＦ）法により算定されるＭＮ

Ｆの事業の時価相当額の見込み額、ＭＮＦの発行済株式総数及びディスカウント・キャッシュフロー

法により算定される当社の承継事業の時価相当額を勘案し、前記割当て株式数とすることで合意した。 

 

（５）分割により減少する資本金等 

   本件分割による資本金、資本準備金及び利益準備金の減少は、いずれもない。 

 

（６）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

   分割会社の新株予約権に基づく義務を承継会社には移転又は承継させない。 

なお、新株予約権付社債については該当はない。 

 

（７）承継会社が承継する権利義務 

   ① 承継会社は、分割会社が対象事業に関して有する資産、契約上の地位、その他の権利及び義務を

承継する。（但し、吸収分割契約において、承継しないと定めたものを除く。） 

② 本件分割による分割会社から承継会社に対する債務その他の義務の承継は、全て免責的債務引受

の方法による。 

 

（８）債務履行の見込み 

本件分割において、分割会社及び承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はな

いと判断する。 
 

３．分割当事会社の概要             （平成20年3月31日現在の分割会社・承継会社の状況） 

商号 三菱重工業株式会社（分割会社） 三菱原子燃料株式会社（承継会社） 

事業内容 船舶・海洋、原動機、機械・鉄構、航空・宇宙、

中量産品の各事業における製造等 

軽水型原子力発電炉用燃料の製造 

設立年月日 昭和25年1月11日 昭和46年12月1日 

本店所在地 東京都港区港南二丁目16番5号 茨城県那珂郡東海村大字舟石川622番地1 

代表者の役職・氏名 取締役社長  大宮 英明 代表取締役社長  北村 光一 

資本金 265,608百万円 3,000百万円

発行済株式総数 3,373,647,813株 300,000株

純資産 
1,440,429百万円 21,964百万円

（22,368百万円）

総資産 
4,517,148百万円 31,074百万円

（31,818百万円）

決算期 3月31日 3月31日

大株主及び持株比率 ･ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  

･野村信託銀行(株)退職給付信託三菱東京

UFJ銀行口 

･日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)信託口 

5.39%  

 

3.72% 

3.70% 

三菱マテリアル(株)  66.00％ 

三菱重工業(株)    34.00％ 
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･日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株)信託口 

･明治安田生命保険相互会社 

･東京海上日動火災保険(株) 

3.50% 

2.37% 

1.87% 

（注1）三菱重工業株式会社（分割会社）の純資産・総資産は連結の金額である。 

（注2）三菱原子燃料株式会社（承継会社）の純資産・総資産は単体の金額である。なお、下段（ ）内に承継会社 

と承継会社の子会社の純資産・総資産を単純合算した金額を記載している。     

 

４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

   原子炉用核燃料の設計、製造、調達、品質保証、販売及びサービスに係る事業。 

 

（２）分割する部門の経営成績 

   分割する部門の売上高は僅少であり、当社全体の実績に占める比率は１％未満である。 

 分割する事業部門の

実績(a) 
平成20年3月期実績(b) 比 率(a／b) 

売 上 高 ― 3,203,085百万円 ― 
    

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成20年3月末現在） 

項目 帳簿価格 

資   産 18,200百万円 

負   債 11,100百万円 

 

５．会社分割後の吸収分割承継会社の状況 

（１） 商号 三菱原子燃料株式会社 

（２） 事業内容 軽水型原子力発電炉用燃料の製造 

（３） 本店所在地 茨城県那珂郡東海村大字舟石川622番地1 

（４） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北村 光一 

（５） 資本金 3,000百万円 

（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 三菱重工業株式会社 

（２） 事業内容 船舶・海洋、原動機、機械・鉄構、航空・宇宙、中量産品の各事業における

製造等 

（３） 本店所在地 東京都港区港南二丁目16番5号 

（４） 代表者の役職・氏名 取締役社長  大宮 英明 

（５） 資本金 265,608百万円 

（６） 決算期 3月31日 

（７） 業績に与える影響 

   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ある。 

 

７．その他 

第1項に記載のとおり、ＭＮＦは、本件分割と同時に、三菱マテリアル、三菱商事及びＡＲＥＶＡとの

間で関連事業の移管等を行う予定としている。これらを踏まえた4月1日以降のＭＮＦの状況について

は、別添の本日付４社連名のプレスリリースを御参照願う。 

以 上  
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【別添】 

2009年 2月18日 

 

三菱重工業株式会社 

三菱マテリアル株式会社 

三菱商事株式会社 

AREVA  

 

 

総合原子燃料事業会社発足に向け株主間契約を締結 

 

三菱重工業株式会社（以下、三菱重工）、三菱マテリアル株式会社（同、三菱マテリア

ル）、三菱商事株式会社（同、三菱商事）の三菱グループ 3 社は、AREVA を加え、原子燃

料の設計・開発から製造・販売までを一貫して行う総合原子燃料事業会社（同、新会

社）を合弁で発足させるため、17 日、株主間契約書に署名した。原子力発電の重要性が

世界的に高まっていくことに応じて、高品質な原子燃料の安定供給に寄与していくのが

狙い。 

 

今回の株主間契約締結は、昨年末の 4 社による基本合意を受けたもの。4 社は今後、

この契約書に沿って、総合原子燃料事業会社の4月1日発足を目指していく。 

 

新会社は、茨城県東海村にある三菱原子燃料株式会社（以下、三菱原子燃料：株主構

成は三菱マテリアル 66%、三菱重工 34%）を承継会社とし、総合原子燃料事業会社として、

加圧水型原子炉（PWR）、沸騰水型原子炉（BWR）用のウラン燃料、混合酸化物（MOX）燃

料、及び高温ガス炉用のウラン燃料を供給するほか、再転換役務などの関連サービスを

提供していく。 

なお、海外市場では、AREVA とは独立して、三菱 PWR 燃料を以って参入し、三菱燃料

の海外事業の拡大を図っていく。 

 

 

【新会社概要】 

・会社名   ： 三菱原子燃料株式会社（現 三菱原子燃料を承継） 

・所在地   ： 本社及び工場：茨城県東海村（現 三菱原子燃料） 

       東京本社  ：東京都千代田区 

・資本金  ： 114億円 

・出資比率 ： 三菱重工35%、三菱マテリアル30%、AREVA30%、 

三菱商事5% 

・取締役社長： 井上 裕（現 三菱重工業 執行役員 原子力事業本部副事業本部長）が

就任予定 

・従業員数 ： 約540名 

・発足時期 ： 2009年 4月1日（予定） 

・事業内容  ： 原子燃料の開発・設計、製造、販売 

 

 また、三菱重工と AREVA は共同で、原子燃料を製造するための新会社を米国に設立す

ることで協議を進めている。出資比率は三菱重工50％、AREVA50％。 

以 上 


