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平成 22 年 10 月 12 日 

各  位 
会 社 名  新東工業株式会社 
代 表 者 名  代表取締役社長 永井 淳 
コード番号  東証・名証 1 部 ６３３９ 

      問合わせ先  執行役員 
総務・法務部長 春田則之 

電 話 番 号  ０５２－５８２－９２１１ 
 

 
株式会社ソキア・トプコンの保有する不動産を新東工業株式会社が承継する 
ことについての吸収分割契約締結に関する合意のお知らせ 

 
新東工業株式会社（以下「当社」という）は、本日付けで発表いたしました「株式会社ソキア・ト

プコンの計測機器事業の取得のお知らせ」に関しまして、株式会社ソキア・トプコン（以下「ソキア・ト

プコン」という）との間で、同社の保有する不動産を当社が承継することについての吸収分割契約を締結

する旨合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。尚、当吸収分割は、簡易吸収分割であ

るため、開示事項・内容を一部省略しています。 
 
 

記 
 

１．会社分割の目的 
 現在、ソキア・トプコンが所有権を有し、計測機器事業等の用に供している対象不動産を、会社分割

の方法で当社が承継して、これを株式会社ソキアファインシステム（以下「ファインシステム」という）

に賃貸し、ファインシステムは本店および事業運営の拠点として使用することを目的としております。 
 
２．会社分割の要旨 

(1)会社分割の日程 
  取締役会決議日   平成 22 年 10 月 12 日 

契約締結日   平成 22 年 10 月 21 日 
分割予定日(効力発生日)  平成 22 年 12 月 1 日 

(注)当吸収分割は、分割会社であるソキア・トプコンにおいては、会社法 784 条第 3 項の規定により、

承継会社である当社は、会社法 796 条第 3 項に規定により、それぞれ簡易吸収分割に該当するため、

株主総会の決議を得ず行う予定です。 
 

(2)会社分割の方式 
ソキア・トプコンを分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割といたします。 
 

(3)当吸収分割に係る割当ての内容 
当社は、当吸収分割の対価として、現金 400 百万円をソキア・トプコンへ交付します。 

 
(4)当吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権社債に関する取扱い 
該当ありません。 

 
(5)当吸収分割により増減する資本金 
分割による資本金の増減はありません。 
 

(6)承継会社が承継する権利義務 
分割会社が厚木市長谷字柳町に保有する土地 4,530.20 平方メートル及び同土地上の建物(工場 鉄骨

造陸屋根 4 階建)・構築物の所有権 
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(7)債務履行の見込み 
当社およびソキア・トプコンは、当吸収分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務について、

履行の見込みがあるものと判断しています。 
 

３．当該組織再編に係る割当ての内容の算定根拠 
公示価格を基礎とした近隣地域の時価を基に、当社とソキア・トプコンとの間で合意した価格によっ

ております。 
 

４．当事会社の概要(2010 年 3 月末:現在) 
 

●分割会社(ソキア・トプコン) 

 

●承継会社(当社) 
 

(1)名称 新東工業株式会社 
(2)所在地 名古屋市中村区名駅３丁目２８番１２号 
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 永井淳 
(4)事業内容 鋳造・表面処理・環境関連およびﾒｶﾄﾛ関連装置の製造及び販売 
(5)資本金 ５，７５２百万円 
(6)設立年月日 昭和９年１０月１日 
(7)発行済株式数 ５６，５５４，００９株 
(8)決算期 ３月 

(1)名称 株式会社ソキア・トプコン 
(2)所在地 神奈川県厚木市長谷２６０－６３ 
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 丸山賢一郎 
(4)事業内容 測量機器、計測機器の製造・販売等 
(5)資本金 ４００百万円 
(6)設立年月日 大正９年４月３０日 
(7)発行済株式数 １６株 
(8)決算期 ３月 
(9)主要取引先 株式会社トプコン 
(10)主要取引銀行 三井住友銀行、横浜銀行、三菱東京 UFJ 銀行、 

みずほコーポレート銀行、住友信託銀行 
(11)大株主及び持株比率 株式会社トプコン 100％ 

資本関係 該当なし 
人的関係 該当なし 
取引関係 ソキア・トプコンは当社の子会社から、セラミックス

部品を仕入れています。 

(12)当事者間の関係 

関連当事者への

該当状況 
該当なし 

(13)最近３年間の財政状態                             （百万円）

決算期 ２００８年３月期 ２００９年３月期 ２０１０年３月期 

連結純資産 １７，０５３ １５，４９０ １５，６１６

連結総資産 ２８，８２０ ２４，４０６ ２４，７４６

１株当たり連結純資産 ４８８．１６円 948,092,394.38 円 965,525,602.00 円
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(9)主要取引先 ﾄﾖﾀ自動車株式会社、株式会社小松製作所、新日本製鉄株式会社 
(10)主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行、りそな銀行 

(11)大株主及び持株比率 
日本ﾄﾗｽﾃｲｰ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口） ９．４５％ 
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社（信託口）   ６．０８％ 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行         ４．２６％ 
資本関係 該当なし 

人的関係 該当なし 

取引関係 当社の子会社は、ソキア・トプコンへセラミックス部品

を販売しています。 
(12)当事者間の関係 

関連当事者への

該当状況 該当なし 

(13)最近 3 年間の経営成績および財政状態                     （百万円）

決算期 ２００８年３月期 ２００９年３月期 ２０１０年３月期 
連結純資産 ６５，８８０ ６３，６３２ ６５，７０５ 
連結総資産 １１２，４６８ １０２，９１７ ９６，８４６ 
1 株当たり連結純資産 1,178.32 円 1,140.43 円 1,178.30 円 
連結売上高 １０７，３１０ ９７，１６４ ６８，２６９ 
連結営業利益 ８，８０２ ７，０６９ １，１５５ 
連結経常利益 ９，５２０ ７，８０３ １，６４２ 
連結当期純利益 ５，０１６ ３，３２８ ５６９ 
1 株当たり連結純利益 ９１．９１円 ６１．０６円 １０．４５円 
1 株当たり配当金 １４円 １６円 １０円 

 
５．分割又は承継する事業部門の概要 
該当ありません。 

 
６．当吸収分割による事業承継後の状況 

当吸収分割後における当社の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金、純資産、総資産および決算

期の会社の状況に変化はありません。 
 尚、当社は、分割対象不動産を株式会社ソキアファインシステムの本店及び事業運営の拠点の用に供

するため、同社に賃貸することを予定しております。 
 
７．今後の見通し 
当吸収分割が当社の連結業績に与える影響は、軽微であると見込んでおります。 

 
（参考）当期連結業績予想（平成 22 年 8 月 5 日公表分）及び前期連結実績 

（百万円）  
 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期業績予想 

（平成 22 年 3 月期） 
７０，０００ ８００ １，０００ ６００

前期実績 

（平成 21 年 3 月期） 
６８，２６９ １，１５５ １，６４２ ５６９

 
 

以 上 


