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平成 23 年 6 月 29 日 

 
各  位 
 
  会社名 王子製紙株式会社 
  代表者名 代表取締役社長    篠田 和久 
  (コード番号 3861 東証・大証(市場第一部)) 
  問合せ先 経営企画本部企画部長 田中 俊彦 
   (TEL. 03-3563-4385)  
   
 
 

富士工場に関する会社分割契約締結についてのお知らせ 
 
 
 王子製紙株式会社（以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、当社の富士工場における事業

（以下「本件事業」）を当社の完全子会社である王子板紙株式会社(以下「王子板紙」)に承継（以下「本

件吸収分割」）させる会社分割契約の締結を承認し、王子板紙との間で同契約を締結いたしましたので、

お知らせいたします。 
 なお、本件吸収分割は、当社の完全子会社に事業部門を承継させ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おります。 
 
 
１．会社分割の目的 

 
継続的な生産体制再構築の具体的施策として、当社富士工場は、本年３月に印刷用紙の抄紙機

を停機し白板紙専抄工場（抄紙機１台）となりましたが、これを機に、近隣に位置する王子板紙

富士工場（抄紙機１台）と一体的に運営し効率化を図ることを目的として、当社富士工場を会社

分割により王子板紙に移管するものです。 
 
 
２．会社分割の要旨（予定） 
 
  (1)会社分割の日程 

  平成 23 年 6 月 29 日 分割契約の取締役会承認、分割契約の締結 
  平成 23 年 10 月 1 日(予定) 分割期日 
  平成 23 年 10 月上旬(予定) 分割登記 

 
  (2)会社分割の方式(予定) 

 当社を分割会社とし、王子板紙を承継会社とする分社型吸収分割(簡易分割)です。 
 
（注）本件吸収分割は、分割会社である当社においては会社法第 784 条第 3 項に定める簡易吸収 

分割に該当するため、株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行う予定です。 
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  (3)株式の割当 
会社分割により承継する権利義務の全部の対価として、王子板紙が普通株式１株を発行し 

当社に割当て交付します。 
 
  (4)会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行する新株予約権の取扱いについて、本件吸収分割による変更はありません。 
また、新株予約権付社債について、該当事項はありません。 
 

(5)増減する資本金 
本件吸収分割による当社の資本金の増減はありません。 
 

(6)承継する権利義務 
 本件吸収分割により承継される権利義務は、次にかかげる財産、債務および契約関係に関す

る一切の権利義務とします。 
【財産】 
・ 本件事業に属する機械装置およびその他の固定資産 
（土地・建物を除く） 

・ 本件事業に属する投資有価証券およびその他投資 
・ 本件事業に属する製品および商品その他の棚卸資産 
【債務】 
・ 本件事業に属する株式会社三井住友銀行からの借入金 71 億円 
【契約関係】 
・ 本件事業にかかる契約（業務委託契約、寄託契約および作業請負契約は除く。また、本件事

業に従事する従業員の雇用契約については承継されず、出向とする） 
 
  (7)債務履行の見込み 

当社および王子板紙の平成 23 年 3 月末現在の資産額、負債額、分割対象資産と負債の額に

基づいて分割後の状況を検討した結果、いずれの会社も資産額が負債額を上回ることが見込ま

れ、また事業活動についても債務の履行に大きな支障を及ぼす事象が現在のところ認識されて

いないこと等から、債務の履行の見込に問題はないと判断しております。 
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 ３．分割当事会社の概要 (平成 23 年 3 月 31 日現在) 
 

(1)商号 王子製紙株式会社(分割会社) 王子板紙株式会社(承継会社)

(2)事業内容 紙･ﾊﾟﾙﾌﾟの製造・加工並びに販売等 紙･ﾊﾟﾙﾌﾟの製造・加工並びに販売等

(3)設立 昭和24年8月 平成13年5月

(4)本店所在地 東京都中央区銀座四丁目7番5号 東京都中央区銀座五丁目12番8号

(5)代表者 代表取締役社長　篠田和久 代表取締役社長　安藤温

(6)資本金の額 103,880百万円 600百万円

(7)発行済株式総数 1,064,381,817株 900,000株

(8)純資産 348,552百万円 74,249百万円

(9)総資産 1,257,984百万円 187,782百万円

(10)決算期 3月 3月

(11)大株主及び 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ 王子製紙(株) 100%

　　持株比率 　信託銀行(株)(信託口) 5.0%
(発行済株式総数に対する 日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ

所有株式数の割合） 　信託銀行(株)(信託口) 3.9%

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ

　信託銀行(株)(信託口4) 3.1%

(株)三井住友銀行 3.0%

日本生命保険相互会社 2.7%

(株)みずほｺー ﾎﾟﾚｰﾄ銀行 2.7%

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT -

TREATY CLIENTS 2.4%

王子製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員持株会 2.2%

日本紙パルプ商事(株) 1.6%

農林中央金庫 1.6%

 
 

(12)直前事業年度の業績 
(単体) (単位：百万円)

王子製紙株式会社 王子板紙株式会社
(分割会社) (承継会社)

決算期 平成23年3月期 平成23年3月期
売上高 480,100 160,068
営業利益 13,394 14,993
経常利益 29,262 14,664
当期純利益 11,452 6,927
1株当たり当期純利益(円) 11.42 7,697.43
1株当たり純資産(円) 347.46 82,499.98

(連結) (単位：百万円)
王子製紙株式会社

決算期 平成23年3月期
売上高 1,180,131
営業利益 65,441
経常利益 60,245
当期純利益 24,619
1株当たり当期純利益(円) 24.92
1株当たり純資産(円) 444.24  
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 ４．分割する事業部門の内容（予定） 
 

(1) 富士工場の内容 
分社部門 抄紙機台数 備考

富　士　工　場 1台 古紙処理設備等を含む  
 
(2) 富士工場の平成 23 年 3 月期における経営成績 

白板紙等(a) 平成23年3月期実績(b) 比率(a/b)
売　上　高 21,012百万円 480,100百万円 4.4%  

なお、分割後も同工場の生産する白板紙は当社に OEM 供給することから、 
分割による当社の売上高への影響はありません。 
 

(3)譲渡資産、負債の項目および金額（概算） 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額
流動資産 2,300百万円 借入金 7,100百万円
固定資産 10,200百万円

合計 12,500百万円 合計 7,100百万円

資産 負債

 
 
 
 ５．分割後の当社（分割会社）および王子板紙（承継会社）の状況(予定) 
 

(1)商号 当社および王子板紙ともに変更ありません。 
(2)事業内容 当社および王子板紙ともに変更ありません。 
(3)本店所在地 当社および王子板紙ともに変更ありません。 
(4)代表者 当社および王子板紙ともに変更ありません。 
(5)資本金 当社および王子板紙ともに変更ありません。 
(6)決算期 当社および王子板紙ともに変更ありません。 
 
 

６．今後の見通し 
本件吸収分割が当社の業績に与える影響は軽微であります。当社の 100％子会社への会社分割

であり、当社の連結業績への影響はありません。 
 
 
（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 

  

（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24年3月期）

前期実績
（平成23年3月期） 1,180,131 65,441 60,245 24,619

1,250,000 62,000 57,000 28,000

 
 
 
 
 

以 上 


