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（コード：4118 東・大・名各第 1部） 
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会社分割に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 7 月 9日開催の取締役会において、ビーズ法発泡ポリオレフィン（以

下、エペラン）成型品の販売に係る事業を当社 100％出資の連結子会社であるカネパール

サービス株式会社（以下、ＫＰＳ）に承継させる会社分割（以下、本件分割）を行うこと

を決定し、同社と分割契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件分割は、100％子会社への会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略

しております。 

記 

1. 会社分割の目的 

当社の発泡樹脂製品の事業発展のために「環境分野を軸に付加価値の高い新製品を創出

しかつ用途開発を加速しマーケット及びお客様のニーズに応えていく」ことが必須となり

ます。そこで、発泡樹脂製品のうちエペラン成型品の国内販売について、マーケット及び

お客様のニーズをよりスピーディーに吸い上げるため、当社の販売事業をＫＰＳに承継さ

せて、カネカグループとしての販売機能の一元化とその効率化を図ることといたしました。 

 

2. 会社分割の要旨 

(1) 本件分割の日程 

取締役会決議日 平成 22 年 7 月 9日（金） 

契約締結日 平成 22 年 7 月 9日（金） 

株主総会開催日（ＫＰＳ） 平成 22 年 8 月 30 日（月）（予定） 

なお、本件分割は、当社においては簡易分割であるた

め、株主総会の承認を省略しております。 

実施予定日（効力発生日） 平成 22 年 10 月１日（金）（予定） 

 

(2) 本件分割の方式 

当社を分割会社とし、ＫＰＳを承継会社とする吸収分割です。 
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(3) 本件分割に係る割当ての内容 

ＫＰＳは、本件分割に際して 1 株の普通株式を発行し、分割期日に当社に 1 株を交付

します。 

 

(4) 本件分割に伴う新株予約権に関する取扱い 

当社は新株予約権を発行しておりますが、その取扱いに変更はありません。 

 

(5) 本件分割により減少する資本金等 

本件分割により減少する資本金はありません。 

 

(6) 承継会社が承継する権利義務 

ＫＰＳは、本件分割の効力発生日において、当社のエペラン成型品の国内販売事業に

係る資産、債務その他の権利義務を承継します。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本件分割後に当社及びＫＰＳが負担すべき債務の履行の確実性については、問題ない

ものと判断しております。 

 

3. 分割当事会社の概要 

 分割会社 承継会社 

(1) 名称 株式会社カネカ カネパールサービス株式会社 

(2) 所在地 大阪府大阪市 大阪府大阪市 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 菅原 公一 代表取締役社長 千疋 仁一 

(4) 事業内容 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂

製品、食品、ライフサイエンス、

エレクトロニクス、合成繊維、

その他の各事業 

発泡樹脂製品の販売 

(5) 資本金 33,046 百万円 60 百万円 

(6) 設立年月日 昭和 24 年 9 月 1日 昭和 47 年 5 月 26 日 

(7) 発行済株式数 350,000 千株 120 千株 

(8) 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(9) 大株主及び 

持株比率 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社(信託口) 5.96％、

日本生命保険相互会社 5.43％、

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社(信託口) 5.41％ 

株式会社カネカ 100.00％ 
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(10) 直前事業年度（平成 22 年 3 月期）の財政状態及び経営成績 

 分割会社（連結） 承継会社（単体） 

純資産 257,174 百万円 879 百万円

総資産 432,879 百万円 3,029 百万円

１株当たり純資産 735.17 円／株 7,325.58 円／株

売上高 412,490 百万円 5,968 百万円

百万円未満は切り捨てております。 

 

〔分割する事業部門の概要〕 

(1) 分割する部門の事業内容 

エペラン成型品の販売 

 

(2) 分割する部門の経営成績 

平成 22 年 3 月期売上高 5,770 百万円 

 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 22 年 3 月期現在） 

資産 負債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 －百万円 流動負債 －百万円 

固定資産 59 百万円 固定負債 －百万円 

合 計 59 百万円 合 計 －百万円 

 

4. 本件分割後の状況 

分割後の上場会社の状況 

(1) 名称 株式会社カネカ 

(2) 所在地 大阪府大阪市 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 菅原 公一 

(4) 事業内容 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、ライフサイエンス、

エレクトロニクス、合成繊維、その他の各事業 

(5) 資本金 33,046 百万円 

(6) 決算期 3 月 31 日 

 

分割承継会社の状況 

(1) 名称 カネパールサービス株式会社 

(2) 所在地 大阪府大阪市 
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(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 千疋 仁一 

(4) 事業内容 発泡樹脂製品の販売 

(5) 資本金 60 百万円 

(6) 決算期 3 月 31 日 

 

5. 今後の見通し 

本件分割による平成 23 年 3 月期の連結業績への影響はありません。 

 

以 上 

 4


