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平成 23 年 6 月 15 日 
各  位 

会 社 名 

代表者名 代表取締役社長 
 堀田 康之 
コード番号 6498（東証第一部） 
問合せ先 広報･IR 室長  

藤岡 徳広  
Tel (043) 299 – 0142 

 

 
会社分割（簡易分割）に関するお知らせ 

 
当社は、平成 23 年 6 月 15 日開催の取締役会において、平成 24 年１月１日を効力発生日（予定）として、

当社の連結子会社である東洋バルヴ株式会社の製造事業を吸収分割により承継する旨の基本方針を決議い

たしましたので下記のとおりお知らせいたします。 
本会社分割は、当社 100％出資の子会社より製造部門を承継する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 

当社グループの国内における青黄銅弁の製造事業を当社に集約することにより、青黄銅弁事業の将

来の戦略を一体となって策定するとともに、迅速な事業戦略の実行、グループ経営資源の効率的活用

とグループ内の重複事業の解消を実現し、お客様へのサービスレベルの向上と当該事業における基盤

強化を図るものです。 
なお、東洋バルヴ株式会社は、本会社分割の効力発生日以降も販売会社として存続いたします。 

 
２．会社分割の要旨 
（１）会社分割の日程 

本会社分割は、分割会社である東洋バルヴ株式会社においては会社法第 784 条第１項の規定に

基づく略式吸収分割であり、承継会社である当社においては会社法第 796 条第３項の簡易吸収分

割であるため、いずれも株主総会による承認の手続を経ずに実施する予定です。 
     吸収分割（基本方針）の承認取締役会   平成 23 年 ６月 15 日 
     吸収分割契約の承認取締役会       平成 23 年 10 月 14 日（予定） 
     吸収分割契約書の締結          平成 23 年 10 月 14 日（予定） 
     吸収分割の効力発生日          平成 24 年 1 月 １日 （予定） 
 
（２）会社分割の方式 

本会社分割は、当社の 100％出資の連結子会社である東洋バルヴ株式会社を分割会社とし、当

社を承継会社とする吸収分割です。 
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（３）会社分割に係る割当ての内容 
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

価の交付は行いません。 
 
（４）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 

     東洋バルヴ株式会社は、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。 
 
（５）会社分割による資本金等の増減 

     本会社分割により当社の資本金等の増減はありません。 
 
（６）当社が承継する権利義務 

     当社は、本会社分割により、東洋バルヴ株式会社に残る販売事業を遂行する上で必要な資産・負

債、売掛債権及び取引契約を除き、一切の権利義務を承継いたします。 
 
（７）債務履行の見込み 

本会社分割において、当社及び東洋バルヴ株式会社が負担すべき債務履行の見込みについては問

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）会社分割当事会社の概要（平成 23 年 3 月 31 日現在） 

(1) 名称 株式会社キッツ 
（承継会社） 

東洋バルヴ株式会社 
（分割会社） 

(2) 所在地 千葉市美浜区中瀬 1-10-1 長野県茅野市金沢字茂左久保 5125 
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 堀田康之 代表取締役社長 長田行雄 
(4) 主な事業内容 バルブ及びその他の流体制御用又

は濾過用機器並びにその付属品の

製造・販売 

バルブ、コック及び工具の製造・販

売  

(5) 資本金 21,207 百万円 490 百万円 
(6) 設立年月日 昭和 26 年１月 26 日 昭和 53 年６月１日 
(7) 発行済株式数 120,396,511 株（自己株式含む） 20,960 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㈱ 
         11.27％ 

㈱キッツ          9.28% 
資産管理サービス信託銀行㈱ 4.17％ 
日本生命保険相互会社    3.97％ 
日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

         3.75％ 
住友生命保険相互会社    2.86％ 
財団法人北澤育英会     2.83％ 
北沢会持株会        2.57％ 
キッツ取引先持株会     2.22％ 
㈱みずほコーポレート銀行  2.12％ 
㈱三井住友銀行       2.12％ 

株式会社キッツ 100.00％ 
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 （２）直前の事業年度の財政状態及び経営成績（平成 23 年 3 月期） 
（単位：百万円） 

 株式会社キッツ（連結） 東洋バルヴ株式会社 
(1) 純資産 53,433 4,964 
(2) 総資産 100,138 7,183 
(3) 1 株当たり純資産 480.88 円 236,876.73 円 
(4) 売上高 106,059 11,350 
(5) 営業利益 6,341 1,364 
(6) 経常利益 5,929 1,386 
(7) 当期純利益 3,063 801 
(8) 1 株当たり当期純利益 27.36 円 38,261.36 円 

 
４．承継する事業の概要 
（１）承継する事業の内容 

     東洋バルヴ株式会社のバルブ及びコック等の製造事業を分割し、当社が承継いたします。 
 
 （２）承継する事業の経営成績 
     製造部門の承継であるため、当該事業の経営成績に関する記載事項はありません。 
 
 （３）承継する資産、負債及び金額 
     当社が、本会社分割で承継する資産、負債の項目及び金額は、分割契約締結時に開示いたします。 
 
５．会社分割後の状況（予定） 
 （１）当社の状況 
     本会社分割による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期及

び発行済株式数の変更はありません。 
 
 （２）東洋バルヴ株式会社の状況 
     本会社分割による東洋バルヴ株式会社の商号及び決算期の変更はありませんが、本店所在地、事

業内容、資本金等及び役員構成（代表者を含む）については変更になる予定です。 
  なお、変更内容は、分割契約締結時に開示いたします。 

 
 （３）今後の見通し 

（連結決算） 
東洋バルヴ株式会社は、当社の 100％出資の連結子会社であるため、本会社分割による当社の連

結業績に与える影響はありません。 
 
（個別決算） 
本会社分割により東洋バルヴ株式会社から承継した純資産の額と当社が保有する同社株式の帳

簿価額のうち当該承継純資産の額に対応する額との差額につきましては、「抱合せ株式消滅差益」

として特別利益の計上が見込まれますが、当該金額が確定次第、再度開示することといたします。 
 

以 上 
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（参考） 
当期連結業績予想（平成 23 年５月 12 日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成 24 年 3 月期） 
112,000 百万円 6,600 百万円 6,000 百万円 3,200 百万円

前期連結実績 

（平成 23 年 3 月期） 
106,059 百万円 6,341 百万円 5,929 百万円 3,063 百万円

 
当期個別業績予想（平成 23 年５月 12 日公表分）及び前期個別実績 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期個別業績予想 

（平成 24 年 3 月期） 
53,000 百万円 3,000 百万円 3,300 百万円 1,900 百万円

前期個別実績 

（平成 23 年 3 月期） 
51,002 百万円 2,568 百万円 2,914 百万円 1,231 百万円

  
（注）本予想は、平成 23 年５月 12 日公表時点におけるものであり、実際の業績は上記事由の発生及び

今後様々な要因により異なる結果となる可能性があります。 
 
 

 


