
平成23年５月11日 

各 位 

       サ ン エ ツ 金 属 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  釣 谷 宏 行 

（ｺｰﾄﾞ番号 5757 名証第二部） 

問合せ先  管理本部本部長 野村 誠司 

             TEL   （0763）33－1212 

 

 

持株会社制への移行に伴う会社分割並びに定款変更 
（商号及び事業目的等の変更）に関するお知らせ 

 
 

当社は、平成23年３月14日開催の取締役会において、持株会社体制への移行の具体的な検討を開始する旨をお知ら

せしておりますが、本日平成23年５月11日開催の取締役会において、平成23年10月３日（予定）を効力発生日とした、

新設分割の方式の会社分割による持株会社制への移行及び定款変更（商号及び事業目的等の変更）を決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

持株会社制への移行は、当社の黄銅棒・線事業及び精密部品事業に関して有する権利義務の一部を、新たに設立す

る「サンエツ金属株式会社」（以下、「新設分割設立会社」という。）に承継させる、新設分割（以下、「本件分割」と

いう。）により行います。 

また、本件分割の効力発生日において、当社は「株式会社ＣＫサンエツ」に商号変更するとともに、その目的を持

株会社としての事業目的に合わせて変更したうえで、引き続き持株会社として上場を維持する予定です。 

なお、本件分割並びに商号及び事業目的等の変更（定款変更）は、いずれも平成23年６月20日に開催予定の定時株

主総会の承認を条件としております。 

 

記 

 

Ⅰ．持株会社制移行に伴う新設分割 

１．会社分割の目的 

当社グループは平成 23 年４月１日付にてシーケー金属株式会社（以下、「シーケー金属」という）を子会社

化したことに伴い、これまでの主力事業である黄銅棒・線事業及び精密部品事業に加え、シーケー金属の配管

機器事業及び溶融亜鉛めっき加工事業を今後の主力事業領域として捉え、さらなる経営基盤の拡充と経営の効

率化を推進してまいる所存ですが、国内市場は、今後、長期的に縮小均衡を模索するものと思われ、業界再編

が避けられない状況にあります。 

このような経営環境に対応すべく、当社グループでは、同業他社との事業提携やＭ＆Ａによる展開を積極的に

推進していく所存であります。そこで当社は、より大局的な観点からグループ戦略を立案し、機動的に実行に

移していくための組織体制を構築することが不可欠であると判断し、持株会社制への移行を決定いたしました。

今後、当社は純粋持株会社として、戦略的なグループ経営に集中・特化し、グループ利益の極大化を追求する

こととなり、それが当社グループの成長戦略として最も効果的な手法であると考えております。 

また、当社グループが持株会社制へ移行することにより期待できる効果は次のとおりであります。まず、同業

他社との事業提携やＭ＆Ａ等について、戦略的かつ専門的に検討できるようになります。また、各事業が保有

する技術ノウハウを効率的にグループ内で使用、蓄積することでシナジー効果の発揮が期待されます。さらに、

グループ経営機能と事業執行機能を明確に分離する、持株会社制へ移行することで、市場変化に対応した経営

意思決定の迅速化が可能となります。また、内部統制システムやコンプライアンス体制等のコーポレート・ガ

バナンスの強化を図ることも可能となります。 

 
(1) 事業提携やＭ＆Ａ等における戦略的かつ専門的な検討 

同業他社との事業提携やＭ＆Ａ等の局面において、戦略的かつ専門的な検討を実施し、あらゆるリス
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クについて詳細な分析を行ったうえで、機動的かつ積極的に展開してまいります。 

 
(2) グループ内の技術研究開発に関する管理の一元化 

   持株会社でグループの技術研究開発に関する管理を一元化することで、技術ノウハウを効率的にグルー

プ内で使用、蓄積し、シナジー効果の発揮を図ります。 

 
(3) 市場変化に対応した経営意思決定の迅速化 

 経営体制の強化による意思決定機能及び監督機能と、事業の執行機能とを明確に分離し、経営のスピー

ド化と透明性の向上を図るとともに、グループとしてのシナジー効果の極大化を目指します。 

 
(4) コーポレート・ガバナンスの強化 

  グループ全体の効率化の追求、健全性・透明性確保のため、持株会社体制下におけるコーポレート・ガ

バナンスのより一層の強化を図り、内部統制システム・コンプライアンス体制の改善を行います。 

 
２．会社分割の要旨 

(1) 分割の日程 

平成23年５月11日  新設分割計画決議取締役会 

平成23年６月20日  新設分割計画承認株主総会（予定） 

平成23年10月３日  新設分割の効力発生日及び分割登記（予定） 

 

(2) 分割方式 

当社を分割会社とし、「サンエツ金属株式会社」を新設分割設立会社とする分社型新設分割です。 

 

(3) 株式の割当 

本件分割に伴い、新設分割設立会社が発行する以下の株式は、すべて分割会社である当社に割当交付

されます。 

新設分割設立会社 発行する株式数 

サンエツ金属株式会社 200,000株 

 

(4) 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等はありません。 

 

(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り扱い 

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

(6) 新設分割設立会社が承継する権利義務 

新設分割設立会社は、平成23年５月11日付分割計画書に定めるところにより、当社が分割事業に関し

て有する、分割効力発生日時点での資産・債務及び契約上の地位、その他の権利義務を承継いたします。

なお、承継する当該資産及び負債の評価については、平成23年３月31日現在の当社の貸借対照表その他

同日現在の計算を基礎とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加除した上で決定するものとい

たします。 

また、当社から新設分割設立会社に承継される債務につきましては、重畳的債務引受けの方法による

ものといたします。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本件分割におきましては、分割会社である当社に残存する資産の額及び新設分割設立会社に承継され

る資産の額は、ともに当社に残存する負債の額及び新設分割設立会社に承継される負債の額を、十分に
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上回ることが見込まれております。 

また、本件分割後における収益状況に関しても、当社及び新設分割設立会社が負担すべき債務の履行

に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていないことから、債務履行の見込みは確保され

ているものと判断いたします。 

 

 

３．分割当事会社の概要 

(1) 分割会社（平成23年３月31日現在） 

１．商号 サンエツ金属株式会社 

（平成23年10月３日をもって、「株式会社ＣＫサンエツ」に変更予定） 

２．本店所在地 富山県高岡市吉久一丁目４番１号 

（平成23年10月３日をもって、「富山県高岡市守護町二丁目12番１号」に

変更予定） 

３．代表者の役職・氏名 代表取締役社長  釣谷 宏行 

４．事業内容 黄銅棒・線事業及び精密部品事業 

５．資本金 2,387百万円 

６．設立年月日 昭和38年７月１日 

７．発行済株式数 7,903,000株 

８．決算期 ３月31日 

９. 大株主及び持株比率 シーケー金属株式会社 

住友金属鉱山株式会社 

サンエツ金属取引先持株会 

株式会社北陸銀行 

サンエツ金属従業員持株会 

25.00％ 

10.00％ 

9.96％ 

4.68％ 

4.26％ 

純資産 10,877百万円（連結） 

総資産 24,077百万円（連結） 

１株あたり純資産 1,400.20円（連結） 

売上高 34,450百万円（連結） 

営業利益 3,392百万円（連結） 

経常利益 3,407百万円（連結） 

当期純利益 2,650百万円（連結） 

10．直前事業年度の財政状態

及び経営成績 

（平成22年３月期） 

１株あたり当期純利益 341.12円（連結） 

11．従業員数 425名 

12．主要取引先 東泉産業株式会社、市原金属産業株式会社、春田産業株式会社 

13．主要取引銀行 株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行 

資本関係 
新設分割設立会社は分割会社の100％出資子会社と

なります。 

人的関係 

分割会社は、新設分割設立会社に役員を派遣する予

定です。なお、分割会社の従業員は、本件分割によ

り新設分割設立会社には承継されず、本件分割後、

新設分割設立会社に出向する予定です。 

取引関係 
分割会社は新設分割設立会社より、経営管理指導業

務を受託する予定です。 

14．当事会社間の関係等 

関連当事者への

該当状況 

新設分割設立会社は分割会社の連結子会社に該当す

る予定です。 
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(2) 新設分割設立会社（平成23年10月３日設立時（予定）） 

１．商号 サンエツ金属株式会社 

２．本店所在地 富山県高岡市吉久一丁目４番１号 

３．代表者の役職・氏名 代表取締役社長 釣谷 宏行 

４．事業内容 黄銅棒・線事業及び精密部品事業 

５．資本金 １億円 

６．設立年月日 平成23年10月３日 

７．発行済株式数 200,000株 

８．決算期 ３月31日 

９．大株主及び持株比率 株式会社ＣＫサンエツ 100% 

10．純資産（注１） 9,451百万円 

11．総資産（注１） 23,633百万円 

12．従業員数（注２） 425名 

資本関係 
新設分割設立会社は分割会社の100％出資子会社と

なります。 

人的関係 

新設分割設立会社は分割会社より役員を受け入れる

予定です。なお、分割会社の従業員は、本件分割に

より新設分割設立会社には承継されず、本件分割後、

新設分割設立会社に出向する予定です。 

取引関係 
新設分割設立会社は、分割会社に経営管理指導業務

を委託する予定です。 

13．当事会社間の関係等 

関連当事者への

該当状況 

新設分割設立会社は分割会社の連結子会社に該当す

る予定です。 

（注１）承継する事業部門の平成23年３月31日現在の金額を記載しております。 

（注２）新設分割設立会社の従業員数は、分割会社からの出向者を含んで記載しております。 

 

(3) 分割会社の最近３年間の業績（連結）                      （単位：百万円） 

決算期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

連結売上高 51,893 42,689 34,450

連結営業利益 1,072 △1,244 3,392

連結経常利益 906 △1,449 3,407

連結当期純利益 536 △2,330 2,650

１株当たり連結当期純利益（円） 68.95 △299.73 341.12

１株当たり配当金（円） 8.0 6.5 6.5

１株当たり連結純資産（円） 1,349.30 1,047.10 1,400.20

 

 

４．分割する事業部門の概要 

(1) 分割する部門の事業内容 

事業区分 事業内容 

黄銅棒・線事業及び精密部品事業 
黄銅棒・線の製造販売、及びそれらを素材とした

精密部品の製造販売 

 

- 4 - 
 



(2) 分割する部門の経営成績（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

黄銅棒・線事業及び精密部品事業                         （単位：百万円） 

 
分割事業部門 

(A) 

分割会社単体実績 

(B) 

比率 

(A/B) 

売上高 34,548 34,548 100％

売上総利益 4,767 4,767 100％

営業利益 3,413 3,413 100％

 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成23年３月31日現在） 

黄銅棒・線事業及び精密部品事業                         （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 22,604 流 動 負 債 13,954 

固 定 資 産 1,028 固 定 負 債 227 

合  計 23,633 合  計 14,182 

 

 

５．会社分割後の上場会社の状況（予定） 

１．商号 株式会社ＣＫサンエツ 

２．本店所在地 富山県高岡市守護町二丁目12番１号 

３．代表者の役職及び氏名 代表取締役社長  釣谷 宏行 

４．事業内容 持株会社としてのグループ経営戦略の策定・推進と事業会社の経営監督

など 

５．資本金 2,387百万円 

６．純資産（注） 13,050百万円（連結） 

７．総資産（注） 29,903百万円（連結） 

８．決算期 ３月31日 

（注）純資産及び総資産は、平成23年３月31日現在の金額を基礎に算出しているため、実際の分割後の純

資産及び総資産は、上記と異なる可能性があります。 

 

 

６．今後の見通し 

 新設分割設立会社は当社の100％子会社となるため、本件分割による連結業績に与える影響は軽微であり

ます。 

 なお、会社分割後の当社単体業績につきましては、主な収入は子会社からの家賃収入、業務受託料、経営

指導料、配当収入等になり、費用は持株会社としての機能に関するものが中心となる予定であります。 
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Ⅱ．持株会社化に伴う定款の一部変更 

１．定款変更の目的 

本件分割による持株会社制への移行に伴い、商号及び事業目的等を持株会社制に合わせて変更することを

目的とします。 

 

２．定款変更の内容 

別紙をご参照ください。 

 

３．日程 

取締役会決議           平成23年５月11日 

承認株主総会           平成23年６月20日（予定） 

定款変更の効力発生日   平成23年10月３日（予定） 

 

 

 

Ⅲ．商号の変更 

１． 新商号 

株式会社ＣＫサンエツ （英文名：ＣＫ ＳＡＮ－ＥＴＳＵ ＣＯ．，Ｌｔｄ．） 

 

２． 変更の理由 

「Ⅰ.１．会社分割の目的」にて記載のとおり、会社分割により持株会社体制へ移行することに伴い、変更

するものであります。 

 

３． 変更日 

平成23年10月３日（予定） 

 

 

 

Ⅳ．事業目的等の変更 

当社は、平成23年６月20日開催予定の定時株主総会の承認を条件として、平成23年10月３日に、事業目的を持

株会社としての経営戦略の立案、経営執行の監督・管理、経営アドバイス及びこれらに付帯する業務等に変更す

る予定です。詳細につきましては、別紙をご参照ください。 

以上 
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【別紙】定款の一部変更について 

当社は、本件分割による持株会社制への移行を踏まえ、次のとおり定款を一部変更（商号、目的並びにその他の

事項）いたします。 

（下線部は変更部分を示します。） 

現行定款 変更後 

（商号） 

第１条 当会社は、サンエツ金属株式会社（英文では、

ＳＡＮ－ＥＴＳＵ－ＭＥＴＡＬＳ ＣＯ．，Ｌ

ｔｄ．）と称する。 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ＣＫサンエツ（ＣＫ－Ｓ

ＡＮ－ＥＴＳＵ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）と称する。

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

 

 

(1)  銅およびその合金による棒・線・管・形材・

鍛造品・鋳物の製造加工ならびに販売 

 

(2)  ステンレス鋼材、アルミニュウム線、その

他各種材料の加工、仕入ならびに販売 

(3)  不動産の賃貸業 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社の株式を所有

することにより、当該会社の事業活動を支配

し、管理することを目的とする。 

(1)  各種材料による棒・線・管・形材・鋳物及

び、それらを素材とした切削・鍛造・鍍金

加工品の製造ならびに販売 

（削除） 

 

(2)  不動産の賃貸業 

(3)  各種継手類の製造販売 

(4)  各種鋳物製品および諸機械部品の製造販売

(5)  管継手の製造に要する機械の販売 

(6)  配管機材の販売 

(7)  中子および金型の製造販売 

(8)  金属製品の機械加工 

(9)  金属製品の樹脂塗装 

(10) 溶融亜鉛鍍金 

(11) 架線金具製造販売 

(12) 損害保険代理店業 

(13) 配管工事の施工指導および施工 

(14) 貿易業、売買業、売買の代理業、問屋業及

び仲立業 
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(4)  前各号に付帯関連する一切の事業 

（新設） 

(15) 前各号に付帯関連する一切の事業 

２． 当会社は前項各号の事業を行うことができる。

附則 

（新設） 

附則 

第51条 第１条及び第２条の変更は、平成23年10月

３日をもってその効力を生じるものとし、効力発生ま

では従前どおり次のとおりとする。 

  （商号） 

  第１条 当会社は、サンエツ金属株式会社（英文

では、ＳＡＮ－ＥＴＳＵ ＭＥＴＡＬＳ Ｃ

ｏ．，Ｌｔｄ．）と称する。 

  （目的） 

  第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

    (1) 銅およびその合金による棒・線・管・形

材・鍛造品・鋳物の製造加工ならびに販売

    (2) ステンレス鋼材、アルミニュウム線、そ

の他各種材料の加工、仕入ならびに販売 

    (3) 不動産の賃貸業 

    (4) 前各号に付帯関連する一切の事業 

  

  なお、本条は第１条及び第２条の変更の効力発生

後、これを削除するものとする。 

 

以上 


