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会社分割（新設分割）および新会社の第三者割当増資による 

株式会社産業革新機構との合弁に係る基本合意書締結のお知らせ 
 

 

日本電子株式会社（以下「当社」といいます。）（代表取締役社長 栗原 権右衛門、

http://www.jeol.co.jp/）は、本日開催の取締役会において、当社が核磁気共鳴装置

（Nuclear Magnetic Resonance。以下「NMR 装置」といいます。）および電子スピン共鳴

装置ならびにそれらの付属装置に係る研究開発・製造・保守事業（以下「NMR 事業」とい

います。）を新設分割（以下「本新設分割」といいます。）により新たに設立する新会社

に承継させた上で、新会社が株式会社産業革新機構（以下「(株)産業革新機構」といいま

す。）（代表取締役社長 能見 公一、http://www.incj.co.jp/）に対して第三者割当増資

（以下「本第三者割当増資」といいます。）を実施し、新会社を NMR 事業に関する当社と(株)

産業革新機構との合弁会社として運営していくこと等に関し、(株)産業革新機構との間で

基本合意書を本日付で締結することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．本新設分割について 

１．本新設分割の目的 

 

当社は、世界 高の分解能を持つ透過型電子顕微鏡や、世界 高速のスループットを持

つ生化学自動分析装置など、 先端の技術を製品化し、市場に提供することで、科学の進

歩と社会の発展に貢献しております。その事業群の中でも、とりわけ特異な技術の結集が

必要な NMR 事業について、これを基盤事業として強化するために、当社から分社化した上

で（株）産業革新機構から出資を受けることといたしました。 

 

NMR 装置は物質の分子構造を原子レベルで解析するために、先端的な科学技術分野で活

用される計測機器であり、日本の将来を支える産業分野にとって不可欠な開発エンジンで

あります。この装置は、有機化合物および高分子材料の分析に威力を発揮し、製薬・バイ

オ・食品・化学といった分野に留まらず、目覚しいスピードで開発・改良が進んでいる有

機 EL や電池フィルムといった新しい分野にも活用され始めております。また、液体クロマ

トグラフや質量分析計が使われている製薬および食品の品質管理分野の公定法にも、容易

で精度の高い定量法を持つ NMR 装置が代替採用されていくことなどが大いに期待され、NMR

技術を発展させていくことは、将来、日本が産業・科学技術立国として繁栄を続けていく

ための生命線の一つであると考えております。 

NMR 装置は 先端のデジタル RF 技術、超伝導現象を利用した安定的な高磁場発生技術、

一秒間に十万回転程度の速度で試料管を回転させるトライボロジー技術、極低温状態で材

料の磁化率を精密に制御する極限材料制御技術など、先端テクノロジーを高度に組み合わ

せることで初めて実現される装置です。これら NMR 装置に求められる高い技術を維持し、

より高度化するためには、十分な研究開発投資資金を確保することが必要であり、加えて、
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複数の高度な技術で構成される装置開発には、他企業および他研究機関とのオープンイノ

ベーションが必須であることから、当社としては、この装置の開発を加速するために新し

い枠組みが必要であると判断し、今回の決定に至りました。 

 

NMR 事業について(株)産業革新機構から出資を受けるにあたっては、当社が NMR 事業を

本新設分割により新たに設立する新会社に承継させた上で、新会社が(株)産業革新機構に

対して本第三者割当増資を実施することにしております。 

 

（株）産業革新機構は、オープンイノベーションにより次世代の国富を担う産業を創出

する趣旨で設立された投資会社です。中長期の産業資本を提供するのみならず、経営上の

支援を通じ企業価値の向上を図ることをミッションとしております。この（株）産業革新

機構による出資と経営支援を得ることで、国内に分散する関連技術を結集し、NMR 事業の

グローバル競争力を高め、国内産業・科学技術の基盤強化に貢献していきます。 

さらに、新会社は、神戸製鋼グループの一員であるジャパンスーパーコンダクタテクノ

ロジー株式会社（以下「JASTEC 社」といいます。）（代表取締役社長 西元 善朗、

http://www.jastec-inc.com/）から出資を受けることとしております。JASTEC 社は、国内

で唯一の NMR 装置用の超伝導磁石供給会社であります。超伝導磁石は NMR 装置にとって必

要不可欠な構成要素であり、NMR 装置の基本性能を決定する重要な部分です。この重要な

構成要素の供給メーカーからも出資を受けることで、国内唯一の NMR 事業体である新会社

の事業戦略を強化したいと考えております。 

 

日本電子グループは、国内外の研究機関、企業、大学等の研究開発をサポートし、その

成果を新たなアプリケーション開発に活用する技術革新の相乗サイクルを実現することが

社会的責務であると考えております。 

新会社は、今般の分社化により、経営面の機動性を高めると同時に新技術およびハイエ

ンド製品の開発とアプリケーションの拡充を加速いたします。また、小回りの利く独立企

業体制への移行により、スピード感を持ったソリューション提案型ビジネスモデルの構築、

および重点戦略部門への経営資源の先鋭的投入を進めます。さらに、間接コストを極小化・

適化することにより、グローバルな価格競争力を強化し、収益の安定化と経営基盤の堅

牢化に努めます。国内オンリーワンの新世代 NMR メーカーとして、科学技術の発展と日本

の豊かな未来への貢献を理念に、事業の飛躍的な成長を目的とした新たなチャレンジへ舵

を切ります。 

 

 

２．本新設分割の要旨 

（１）分割の日程 

新設分割計画承認取締役会決議日 平成 23 年１月 31 日 

新設分割計画作成日 平成 23 年１月 31 日 

本新設分割の効力発生日 平成 23 年４月１日 

（注）本新設分割は、会社法第 805 条の規定に基づき、当社の株主総会の承認を得る

ことなく行います。 

 

（２）分割の方式 

当社を新設分割会社とし、株式会社 JEOL RESONANCE（以下「新会社」といいます。）

を新設分割設立会社とする新設分割（簡易分割）です。本新設分割に際し、新会社

が割当交付する普通株式は 4,910 株です。 

 

（３）分割に係る割当ての内容 

本新設分割に際し、新設分割会社である当社は、新会社が発行する普通株式 4,910

株全ての割当交付を受けます。ただし、本新設分割後、新会社は、(株)産業革新機



 3

構および JASTEC 社に対して、後記Ⅱ記載のとおり、本第三者割当増資を実施する予

定です。 

 

（４）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 

該当事項はありません。 

 

（５）分割により増減する資本金 

資本金の増減は予定しておりません。 

 

（６）新設分割設立会社が承継する権利義務 

新会社は、本新設分割の効力発生日において、新設分割計画の定めるところに従い、

当社が NMR 事業に関して有する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を承継する

予定です。 

 

（７）債務履行の見込み 

本新設分割により新会社が負担すべき債務の履行の見込みについては、今後の事業

展開、収益見通し、本第三者割当増資等を勘案の上、問題ないものと判断しており

ます。 

 

３．分割の当事会社の概要 

 日本電子株式会社（新設分割会社） 

（平成 22 年９月 30 日現在） 

（1） 名称 日本電子株式会社 

（2） 所在地 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 

（3） 代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長 栗原 権右衛門 

（4） 事業内容 理科学機器の製造販売 

（5） 資本金 6,740 百万円 

（6） 設立年月日 昭和 24 年５月 30 日 

（7） 発行済株式数 79,365,600 株 

（8） 決算期 ３月 31 日 

（9） 従業員数 2,105 人 

（10） 主要取引先 ＪＥＯＬ ＵＳＡ、名古屋大学、京都大学 

（11） 主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、あおぞら銀行、三菱ＵＦＪ 

信託銀行 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 3.79%

三菱電機株式会社 3.78%

日本電子グループ従業員持株会 3.03%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2.94%

（12） 大株主および 

持株比率 

 

日本生命保険相互会社 2.32%
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４．分割の当事会社の直前事業年度の財政状態および経営成績 

 （単位： 百万円） 

決算期 平成 20 年 

３月期（連結） 

平成 21 年 

３月期（連結） 

平成 22 年 

３月期（連結） 

純資産 29,695 24,470 25,752

総資産 106,321 104,582 102,916

１株当たり純資産（円） 377.78 311.93 322.15

売上高 93,888 83,872 84,769

営業利益 2,154 △2,793 507

経常利益 1,951 △2,733 210

当期純利益 112 △1,928 275

１株当たり当期純利益

（円） 

1.42 △24.63 3.52

 

５．分割する事業の概要 

（１）分割する事業の内容 

NMR 装置および電子スピン共鳴装置ならびにそれらの付属装置に係る研究開発・製

造事業 

 

（２）分割する事業の経営成績 

 （単位： 百万円） 

決算期 平成 22 年３月期 

売上高 6,515 

 

（３）分割する資産、負債の項目および金額（予定） 

 （単位： 百万円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 1,602 流動負債 52 

固定資産 360 固定負債 447 

合計 1,962 合計 499 

（注）平成 22 年９月 30 日現在の数値に基づいて算定しております。 

 

６．分割後の当社の状況 

本新設分割により当社の NMR 事業が新会社に承継されますが、これを除き、本新設分割

後の当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期のいずれ

についても本新設分割による変更はありません。 

 

７．新会社の概要 

（1） 名称 株式会社 JEOL RESONANCE 

（2） 所在地 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 

（3） 代表者の役職・氏

名 

代表取締役社長 高橋 完次 

（現 当社 参事） 

（4） 事業内容 １) 核磁気共鳴装置および電子スピン共鳴装置ならびにそれらの付属
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装置の製造販売 

２）前号に関連する試料処理、測定業務、教育、講習およびコンサル

テーション 

３）前各号に関連する物品の輸出および輸入 

４）前１）号に関連する各製品の中古品および部品の販売 

５）不動産ならびに前１）号に関連する製造および販売設備の賃貸 

６）建築、管工事、電気設備および室内装飾の設計、施工ならびに管

理 

７）施工装備等の販売および関連工事 

８）労働者派遣事業 

９）前各号に関連する事業への投資 

10）前各号に付帯関連する一切の事業 

（5） 資本金（注） 771,973,000 円 

（6） 設立年月日 平成 23 年４月１日 

（7） 発行株式数（注） 10,000 株 

（8） 決算期 ３月 31 日 

（9） 従業員数 145 人 

(10) 大株主および 

持株比率 

（本第三者割当増資実行

後の予定） 

当社 49.1％、 

(株)産業革新機構 50.1％ 

JASTEC 社 0.8％ 

(11) 当社および(株)産業

革新機構と新会社との関

係 

（本第三者割当増資実行

後の予定） 

 

資本関係 当社は新会社の株式の 49.1％を保有。 

(株)産業革新機構は新会社の株式の 50.1％を保

有。 

人的関係 当社は新会社の取締役３名を派遣。 

また、(株)産業革新機構は新会社の取締役４名

を派遣。 

取引関係 当社は、新会社に部品を販売、新会社より製品

を購入し、新会社に製品の保守請負業務を委託

する。また、管理業務の一部について、新会社

から業務を受託する。  

（注）本新設分割時点での資本金および発行済株式数は、それぞれ 10,000,000 円および

4,910 株ですが、(株)産業革新機構および JASTEC 社による本第三者割当増資の引受けによ

り、上記のとおりとなります。新設時には一時的に日本電子株式会社の子会社となります

が、第三者割当増資を経て、関連会社となります。 

 

Ⅱ．新会社の本第三者割当増資について 

１．新会社による(株)産業革新機構および JASTEC 社に対する本第三者割当増資の概要（予

定） 

・本第三者割当増資の取締役会決議日 ： 平成 23 年４月上旬 

・本第三者割当増資の株主総会決議日 ： 平成 23 年４月上旬 

・募集株式の払込金額        ： 1,523,946,000 円 
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・募集株式の数           ： 5,090 株 

・募集株式の発行価額        ： １株につき 299,400 円 

・増加する資本金          ： 761,973,000 円 

・増加する資本準備金        ： 761,973,000 円 

・払込期日             ： 平成 23 年４月上旬 

・募集株式の割当先         ： (株)産業革新機構 5,010 株 

                    JASTEC 社 80 株 

・本第三者割当増資後の出資比率   ： 当社 49.1％ 

                    (株)産業革新機構 50.1％ 

                    JASTEC 社 0.8％ 

 

２．(株)産業革新機構および JASTEC 社の概要 

（１）(株)産業革新機構の概要 

 株式会社産業革新機構 

（平成 22 年３月 31 日現在） 

（1） 名称 株式会社産業革新機構 

（2） 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 

（3） 代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長 能見 公一 

（4） 事業内容 オープンイノベーションによる事業に対する出資等 

（5） 資本金 46,005 百万円 

（6） 設立年月日 平成 21 年 7 月 27 日事業開始 

（7） 発行済株式数 1,840,200 株 

（8） 決算期 ３月 31 日 

（9） 従業員数 39 名 

国 89.12%

株式会社日本政策投資銀行 1.09%

（10） 大株主および

持株比率 

株式会社商工組合中央金庫等 各 0.54%

 

（２）JASTEC 社の概要 

 ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社 

（平成 22 年３月 31 日現在） 

（1） 名称 ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社 

（2） 所在地 兵庫県神戸市西区高塚台１丁目５番５号 

（3） 代表者の役職・

氏名 
代表取締役社長 西元 善郎 

（4） 事業内容 高分解能ＮＭＲ用超電導マグネット等の製造・販売 

（5） 資本金 ４億円 

（6） 設立年月日 平成 14 年４月１日 

（7） 発行済株式数 非公開 

（8） 決算期 ３月 31 日 

（9） 従業員数 非公開 

（10） 大株主および

持株比率 
株式会社神戸製鋼所 100.00%
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Ⅲ．今後の見通し 

本新設分割および本第三者割当増資による当社業績への影響は軽微です。なお、来年度

以降の当社業績予想への影響は現在精査中です。 

 

（ご参考） 

当期連結業績予想（平成 22 年 11 月 12 日公表分）および前期連結実績 

 （単位： 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 23 年３月期） 

81,000 1,700 1,000 500

前期実績 

（平成 22 年３月期） 

84,769 507 210 

 

275

     
          以上 
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