
 

平成 21 年 12 月 18 日 

各位 

                                            会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長 大八木 成男 

(コード番号 3401 東証大証第一部) 

問合せ先 広報・ＩＲ室長 市田 潤一 

(TEL 03-3506-4395) 

 

会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 12 月 18 日開催の取締役会において、平成 22 年４月１日付けで下記の通り当

社の完全子会社である帝人ファイバー株式会社のポリエステル原料重合及び動力供給に関する事業、

及び当社の完全子会社である帝人テクノプロダクツ株式会社の動力供給に関する事業を、それぞれ

会社分割により承継することを決議いたしましたのでお知らせします。 

 なお、本会社分割は、完全子会社の事業を承継する簡易吸収分割となるため、開示事項・内容を

一部省略して開示しております。 

 

１． 会社分割の目的 

 当社は平成 15 年４月より持株会社体制へ移行しておりますが、グループ共通の原料供給機能及び

グループ会社への動力供給機能についても、特定の会社で事業運営を行っております。 

現在、帝人グループでは事業構造改革を進めています。ポリエステル繊維事業では、海外工場へ

の一段の生産シフトによる抜本的なコスト削減と、品質競争力の確保によるグローバル最適生産・

販売体制を構築しています。 

この構造改革により、国内の帝人ファイバー株式会社は、生産している原料及び動力の自家消費

が大幅に縮小することとなります。このため、帝人ファイバー株式会社のグループ共通機能として

の原料供給事業を帝人株式会社へ移管することとしました。また、帝人ファイバー株式会社及び帝

人テクノプロダクツ株式会社の動力供給事業につきましても帝人株式会社に移管します。 

これらのグループ共通機能を集約することにより、全体最適及び中長期的な視点で一層の効果的

な運営を図ります。 

 

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 12 月 18 日 

    分割契約締結        平成 21 年 12 月 21 日 

    分割の予定日（効力発生日） 平成 22 年 ４月 １日 

    （注）本会社分割は、当社においては会社法第 796 条第３項の規定による簡易吸収分割に

該当し、帝人ファイバー株式会社及び帝人テクノプロダクツ株式会社においては会

社法第 784 条第１項の規定による略式吸収分割に該当することから、当社、帝人フ

ァイバー株式会社及び帝人テクノプロダクツ株式会社の株主総会の承認決議を経る

ことなく行います。 
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（２）分割方式 

  当社を承継会社とし、帝人ファイバー株式会社及び帝人テクノプロダクツ株式会社を分割会社

とする吸収分割です。 

 

（３）分割に係る割当の内容 

  本会社分割は完全親子会社間で行われるため、本会社分割に際して、株式の割当てその他の対

価の交付は行われません。 

 

（４）承継により増加する資本金等 

  本会社分割による当社の資本金等の増加はありません。 

 

（５）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 

   該当事項はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

   当社は、帝人ファイバー株式会社及び帝人テクノプロダクツ株式会社から承継事業に関する

資産、負債その他の権利義務及び契約上の地位を承継いたします。 

 

（７）債務履行の見込み 

   当社ならびに帝人ファイバー株式会社及び帝人テクノプロダクツ株式会社は、本会社分割の

効力発生日以降における債務の履行について問題ないものと判断しております。 

 

３． 会社分割当事会社の概要 

 

(1)商号 帝人株式会社 帝人ファイバー株式会社 帝人テクノプロダクツ

株式会社（分割会社） （承継会社） （分割会社） 

(2)事業内容 帝人グループの子会社

等の株式若しくは持分

を保有することによる

当該子会社等の事業活

動の支配、管理 

繊維の製造・販売 繊維の製造・販売 

(3)設立年月日 大正７年６月 17 日 平成 14 年 1 月 25 日 平成 14 年 11 月 26 日 

(4)本店所在地 大阪府大阪市中央区 大阪府大阪市中央区 大阪府大阪市中央区 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 代表取締役社長 

亀井 範雄 

代表取締役社長 

ｱﾙﾊﾞｰﾀ･ﾌｫﾝ･ｴｯｹﾝｼｭﾀｲ

ﾝ･ｱｲｿ･ｳｨﾘｱﾑ･ｱﾝﾄﾝ 

大八木 成男 

(6)資本金 70,816 百万円 12,025 百万円 5,000 百万円 

(7)発行済株式数 984,758,665 株 537 株 5,000 株 

(8)決算期 ３月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 

(9)大株主及び持株比率 日本マスタートラスト

信託銀行（株）信託口 

6.67％ 

帝人株式会社 

100% 

帝人株式会社 

  平成 21 年 3 月 31 日 100% 
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(10)財政状態及び経営成績（平成 21 年 3 月期） 

 帝人株式会社 帝人ファイバー株式会社 

（単体） 

帝人テクノプロダクツ

株式会社（単体） （連結） 

純資産 329,985 17,960 6,487

総資産 874,157 70,387 16,836

1 株当たり純資産（円） 310.49 33,446,688 1,297,429

売上高 943,409 113,399 25,678

営業利益 17,966 △4,276 402

経常利益 △2,680 △4,525 2,055

当期純利益 △42,963 △9,809 △572

1 株当たり当期純利益（円） △43.65 △18,267,720 △114,572

（単位：百万円） 

 

４． 承継する事業部門の概要 

（１）承継する部門の事業内容 

  ポリエステル原料重合に関する事業及び動力供給に関する事業 

 

（２）承継する部門の経営成績（平成 21 年 3 月期） 

 承継する部門の売上高 

 分割対象事業部門(a) 分割会社実績(b) 比率（a/b）

帝人ファイバー株式会社 51,557 113,399 45.5%

帝人テクノプロダクツ株式会社 2,973 25,678 11.6%

（合   計） 54,530 139,077 39.2%

（単位：百万円） 

（３）承継する資産、負債の項目及び金額（平成 21 年 9 月 30 日現在） 

 帝人ファイバー株式会社 帝人テクノプロダクツ

株式会社 

合  計 

流動資産 3,644 207 3,851

固定資産 12,638 786 13,424

（資産合計） 16,283 993 17,276

流動負債 16,033 993 17,026

固定負債 250 0 250

（負債合計） 16,283 993 17,276

（単位：百万円） 

５． 会社分割後の上場会社の状況 

（１） 商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期いずれも本会社分

割による変更はありません。 

（２） 今後の見通し 

本会社分割による当社の連結業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上 
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