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パナソニック電工株式会社（以下、｢パナソニック電工｣といいます。）とパナソニック電工の連結子会社で

あるＳＵＮＸ株式会社（以下、「ＳＵＮＸ」といいます。）は、本日開催のそれぞれの取締役会決議を経て、パ

ナソニック電工のＦＡ関連製品の製造・販売に関する事業（以下、「分割対象事業」といいます。）を会社分割

（以下、「本件会社分割」といいます。）によりＳＵＮＸが承継することに関し、基本合意書を締結いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、今回の発表内容における未定部分につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本件会社分割による事業承継の目的 

 （１）事業の概要 

パナソニック電工の制御機器本部は、「ＦＡ機器」「デバイス」「車載」の３つの事業で、小型化、省力

化、高信頼性を支える製品をグローバルにご提供しています。ＦＡ機器事業では、的確なソリューショ

ン提案で、国内外ものづくり現場の高付加価値化を図るべく、幅広く製品展開を推進しております。 

ＳＵＮＸは、1969 年の創業以来、センサを核に、先進技術で製造ラインの自動化、省力化に貢献して

まいりました。更にレーザーマーカーを開発し、様々な製品、部品に高速かつ微細に印字するニーズに

対応するなど、センシングとレーザーテクノロジーの分野等で事業を展開して参りました。また、1987

年にパナソニック電工とＦＡ機器事業における業務提携を行い、2000 年にはパナソニック電工の持分比

率が50%を超え、パナソニック電工グループの一員として現在に至っております。 

 

 （２）目的 

ＦＡ市場を取り巻く環境は、昨年の世界同時不況による設備投資抑制の影響により非常に厳しい状況

となっております。そのような環境の下、ＦＡトータルでのソリューション提案が今後益々重要になる

とともに、成長著しい中国をはじめとした更なるグローバル展開やＦＡ機器以外の事業の拡大を図るこ

とが必要です。パナソニック電工のＦＡ機器事業とＳＵＮＸが一体となることで、機動的かつ柔軟に対

応できる組織構造に転換し、両社強みのセンシングとコントロール技術の融合によるシナジー効果の発

揮、新事業領域への展開を図り、今後一層当該事業の強化と成長分野への取り組みを加速して参ります。 

また、本件会社分割と同時に承継会社であるＳＵＮＸは、本日付「商号の変更に関するお知らせ」に

記載のとおり、「パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社」に社名を変更いたします。新社名「パナソニック

電工ＳＵＮＸ」にはグローバルブランド「パナソニック」を冠し、ＳＵＮＸはさらなるグローバル企業

としての成長を図ります。また、現在国内外で販売しているＳＵＮＸブランドの製品については、社名

変更と同時にブランドの切り替えに着手し、順次Panasonicブランドに変更いたします。 

パナソニック電工株式会社のＦＡ（ファクトリーオートメーション）機器事業を 

会社分割によりＳＵＮＸ株式会社が承継することについての基本合意書締結に関するお知らせ
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２．本件会社分割による事業承継の要旨 

（１）日程 

基本合意書締結日 2009年 12月18日 

会社分割契約書締結日 2010年 ４月下旬（予定） 

定時株主総会（ＳＵＮＸ） 2010年 ６月中旬（予定） 

会社分割効力発生日 

社名変更日 
2010年 10月 １日（予定） 

なお、本件会社分割は、分割会社であるパナソニック電工においては会社法第 784 条第３項に規定する

簡易吸収分割の要件に該当するため、パナソニック電工は株主総会の承認を得ずに行う予定です。 

 

（２）本件会社分割の方式 

 パナソニック電工を分割会社とし、ＳＵＮＸを承継会社とする吸収分割とします。 

 

（３）本件会社分割にかかる割当の内容 

 ＳＵＮＸは分割対象事業の対価として、普通株式 21,276,000 株を発行し、これをパナソニック電工に対

して割当交付します。この結果、ＳＵＮＸの発行済株式総数 56,457,898 株に対するパナソニック電工の持

分比率は69.74％となります。 

 なお、上記割当株式数は、後述３．（２）における算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合に

は、両社協議の上、変更することがあります。 

 

（４）本件会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 
パナソニック電工は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 
（５）本件会社分割により増減する資本金 

会社分割契約書締結時に決定いたします。 
 
（６）承継会社が承継する権利義務 

会社分割契約書締結時に決定いたします。 
 

（７）債務履行の見込み 
 パナソニック電工およびＳＵＮＸは、本件会社分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務につき、履

行の見込みがあるものと判断しております。 
 

３．分割に係る割当の内容の算定根拠等 

（１）算定の基礎 

本件会社分割の割当株式数の公正性および妥当性を期すため、パナソニック電工は日興コーディアル証

券株式会社（以下、「日興コーディアル証券」といいます。）を、ＳＵＮＸは株式会社大和総研（以下、「大

和総研」といいます。）を、それぞれの第三者算定機関として選定し、割当株式数の算定を依頼しました。 

 

日興コーディアル証券は、割当株式数の算定にあたって、パナソニック電工の分割対象事業については、

将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュ･フロー法（以下、「DCF

法」といいます。）を、ＳＵＮＸについては、市場株価が存在することから市場株価法を採用して、パナソ

ニック電工に対する割当株式数に関する算定結果をパナソニック電工に提出いたしました。日興コーディア

ル証券による、算定結果の概要は以下の通りです。 

 

分割対象事業に対する割当株式数の算定レンジ 19,226,597株～25,106,334株 
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一方、大和総研は、割当株式数の算定にあたって、パナソニック電工の分割対象事業については、市場

株価がないため、DCF 法、類似会社比較法、純資産価額法の３つの評価方法により評価を行い、ＳＵＮＸに

ついては、市場株価が存在することから市場株価法を採用して、パナソニック電工に対する割当株式数に関

する算定結果をＳＵＮＸに提出しました、大和総研による、算定結果の概要は以下の通りです。 

 

分割対象事業に対する割当株式数の算定レンジ 18,838,283株～24,783,505株 

 

 なお、パナソニック電工は、日興コーディアル証券より、一定の前提条件の下、本件会社分割にかかる割

当の内容が財務的見地からパナソニック電工にとって妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を

取得しております。 

また、ＳＵＮＸにおいては、大和総研が提出した割当株式数に係る算定結果について妥当性を確認しま

したが、意見書（フェアネス・オピニオン）は取得いたしておりません。 

 

（２）算定の経緯 

 上記の通り、パナソニック電工は日興コーディアル証券に、ＳＵＮＸは大和総研に、それぞれ本件会社分

割に際する割当株式数の算定を依頼し、当該第三者算定機関による算定結果を参考に、両社の財務状況、資

産の状況、将来の見通し等を総合的に勘案し、両社で割当株式数について慎重に協議を重ねました。その結

果、両社は上記２．（３）の割当株式数が妥当であり、両社の株主の利益に資すると判断し、合意に至りま

した。 

 ただし、上記割当株式数は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社協議の上、変

更することがあります。 

 

（３）算定機関との関係 

第三者算定機関である日興コーディアル証券および大和総研は、いずれもパナソニック電工および  

ＳＵＮＸの関連当事者には該当いたしません。 

 

（４）上場廃止となる見込みおよびその事由 

本件会社分割において、パナソニック電工およびＳＵＮＸに関し、上場廃止となる見込みはありません。 

 

（５）公正性を担保するための措置 

パナソニック電工およびＳＵＮＸは、本件会社分割の公正性を担保するため、パナソニック電工は独立

の第三者算定機関である日興コーディアル証券に、ＳＵＮＸは独立の第三者算定機関である大和総研に、本

件会社分割による割当株式数の算定を依頼いたしました。 

 

（６）利益相反を回避するための措置 

本件会社分割は、親会社であるパナソニック電工と子会社であるＳＵＮＸとの間の取引であるため、パ

ナソニック電工とＳＵＮＸの株主との間には、利益相反が生じています。そのため、パナソニック電工は独

立の第三者算定機関である日興コーディアル証券に、ＳＵＮＸは独立の第三者算定機関である大和総研に本

件分割による割当株式数の算定を依頼いたしました。また、ＳＵＮＸの取締役会における基本合意書締結の

決議にあたっては、パナソニック電工の従業員を兼任している取締役は、特別利害関係人として、当該決議

に参加しておりません。 

以上のことから、ＳＵＮＸの取締役会は、基本合意書締結に関する利益相反を回避するための措置を十

分に講じているものと判断しています。 
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４．当事会社の概要（2009年９月30日現在） 

分割会社（パナソニック電工） 

（１）名称 パナソニック電工株式会社 

（２）所在地 大阪府門真市大字門真1048番地 

（３）代表者の役職・氏名 取締役社長 畑中 浩一 

（４）事業内容 照明・情報機器・電器・住宅建材・電子材料・制御機器等の製造、販

売、施工および各種のサービス活動 

（５）資本金 148,513百万円 

（６）設立年月日 1935年 12月15日 

（７）発行済株式数 751,074,788株 

（８）決算期 ３月31日 

（９）従業員数 56,456名（連結） 

（10）主要取引先 パナソニック電工制御株式会社 他 

（11）主要取引銀行 三井住友銀行、りそな銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行 

（12）大株主および持株比率 パナソニック株式会社      51.00％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）          5.15％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）    3.87％

パナソニック電工月掛自社株投資会                       1.55％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）     1.11％

 

注： パナソニック電工は、自己株式 11,073 千株（持株比率 1.47％）を所有し

ております。 

資本関係 
パナソニック電工はＳＵＮＸの発行済株式総数の

51.44％を保有しております。 

人的関係 
ＳＵＮＸの取締役９名のうち３名はパナソニック電

工の従業員であります。 

取引関係 
パナソニック電工はＳＵＮＸから制御機器を仕入れ
ております。 

（13）当事会社間の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

ＳＵＮＸはパナソニック電工の連結子会社であるた

め、関連当事者に該当いたします。 

（14） 近３年間の経営成績および財政状態 

決算期 2007年３月期 2008年３月期 2009年３月期 

連結純資産 723,754百万円 734,709百万円 685,607百万円

連結総資産 1,185,346百万円 1,151,917百万円 1,076,746百万円

１株当たり連結純資産 919.96円 934.87円 869.47円

連結売上高 1,667,302百万円 1,719,612百万円 1,597,807百万円

連結営業利益 82,366百万円 83,923百万円 31,851百万円

連結経常利益 84,305百万円 83,472百万円 31,266百万円

連結当期純利益 43,043百万円 45,450百万円 △13,845百万円

１株当たり連結当期純利益 58.17円 61.44円 △18.72円

１株当たり配当金 20.00円 25.00円 18.75円
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承継会社（ＳＵＮＸ） 

（１）名称 ＳＵＮＸ株式会社 

（２）所在地 愛知県春日井市牛山町2431番地の１ 

（３）代表者の役職・氏名 取締役社長 吉村 元 

（４）事業内容 制御機器およびこれらの関連部品、ＬＭＰ事業関連の開発並びに設

計、製造、販売 

（５）資本金 3,155百万円 

（６）設立年月日 1969年 10月３日 

（７）発行済株式数 35,181,898株 

（８）決算期 ３月31日 

（９）従業員数 792名（連結） 

（10）主要取引先 パナソニック電工制御株式会社 

（11）主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 

（12）大株主および持株比率 パナソニック電工株式会社      51.44％

NORTHERN TRUST CO AVFC RE NORTHERN TRUST GUERNSEY NON TREATY 

CLIENTS（常任代理人 香港上海銀行東京支店）    2.08％

サンクス持株会        1.62％

古田直史        1.62％

中央電気工事株式会社      1.29％

資本関係 
パナソニック電工はＳＵＮＸの発行済株式総数の

51.44％を保有しております。 

人的関係 
ＳＵＮＸの取締役９名のうち３名はパナソニック電

工の従業員であります。 

取引関係 
パナソニック電工はＳＵＮＸから制御機器を仕入れ
ております。 

（13）当事会社間の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

ＳＵＮＸはパナソニック電工の連結子会社であるた

め、関連当事者に該当いたします。 

（14） 近３年間の経営成績および財政状態 

決算期 2007年３月期 2008年３月期 2009年３月期 

連結純資産 19,259百万円 20,351百万円 19,312百万円

連結総資産 24,066百万円 24,602百万円 22,349百万円

１株当たり連結純資産 548.83円 579.88円 550.35円

連結売上高 24,454百万円 24,005百万円 16,985百万円

連結営業利益 3,138百万円 2,726百万円 △773百万円

連結経常利益 3,397百万円 2,745百万円 △749百万円

連結当期純利益 2,048百万円 1,585百万円 △539百万円

１株当たり連結当期純利益 58.56円 45.29円 △15.42円

１株当たり配当金 12.00円 12.00円 9.00円

 

５．分割または承継する事業部門の概要 

（１）分割または承継する部門の事業内容 

本件会社分割により分割または承継する事業は、パナソニック電工のＦＡ関連製品の製造・販売に関す

る事業（パナソニック電工竜野株式会社およびパナソニック電工自動化控制上海有限公司の株式または持分

を含むパナソニック電工の制御デバイス事業部の全部）であります。 
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（２）分割または承継する部門の経営成績（2009年３月期） 

 分割対象事業 

売上高 18,659百万円

（注）分割対象事業の売上高は、パナソニック電工の制御デバイス事業部、パナソニック電工竜野株式

会社およびパナソニック電工自動化控制上海有限公司の合算で算出しております。 

 

６．本件会社分割による事業承継後の状況 

  本件会社分割により、ＳＵＮＸの発行済株式総数に対するパナソニック電工の持分比率は、51.44％から

69.74％となります。 

  また、ＳＵＮＸは、上記１.（２）および本日付「商号の変更に関するお知らせ」の通り、2010 年６月中

旬開催予定の定時株主総会の承認を経て、商号を「パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社」に変更する予定で

す。 

 

７．今後の見通し 

本件会社分割が、パナソニック電工の連結業績に与える影響は軽微であります。ＳＵＮＸの連結業績に 

与える影響につきましては、判明し次第開示いたします。 

 

８．支配株主との取引に関する事項 

ＳＵＮＸにとって、基本合意書の締結は、支配株主との取引等に該当します。ＳＵＮＸが 2009 年６月 22

日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株

主の保護の方針に関する指針」は以下のとおりです。 

当社の取締役の職務執行を監督、監査するため、親会社から、当社の社外取締役(２名)、社外監査役(１

名)として就任していますが、当社の取締役会は９名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行うこ

とができる状況にあります。  

上場企業として独立した立場で経営の決定を行い、その決定の客観性を高めるため、親会社出身者以外

の社外監査役(１名)に意見を求めることなどにより、親会社を利する取引、当社ひいては少数株主を害する

取引を防止しております。  

 親会社との製品および原材料等の販売・購入等の取引条件については、市場価格に連動した一般的取引と

同様の条件によって、公正かつ適正に行っております。 

上記指針に基づき、基本合意書の締結は親会社からの取締役（３名）は取締役会決議に参加せず、取締

役６名で決議を行っております。 

以 上 


