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連結子会社への会社分割によるセラミックス製インプラント事業の承継 

および同子会社の商号変更に関するお知らせ 

 

本日、ＨＯＹＡ株式会社 (以下、ＨＯＹＡ) は代表執行役決定により、また、当社の100%連結子会

社である株式会社日本ユニテック (以下、日本ユニテック) は同社の取締役会決議により、ＨＯＹＡの

セラミックス製インプラント事業を、平成25年10月１日付 (予定) で、会社分割 (吸収分割) により日

本ユニテックを承継会社として承継 (以下、本会社分割) させる契約を締結いたしましたので下記の通

りお知らせします。また、承継会社である日本ユニテックは効力発生日を以て HOYA Technosurgical

株式会社と商号を変更いたしますので併せてお知らせいたします。 

なお、本会社分割は、連結子会社を対象とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省

略して開示しております。 

 

1．本会社分割の目的 

ＨＯＹＡニューセラミックス事業部はセラミックス製インプラント事業 (セラミックス製人工骨の製造・販

売事業) を、また、ＨＯＹＡの100%子会社である日本ユニテックは金属製インプラント事業を、それぞ

れ整形インプラント市場に於いて事業展開しておりますが、これらふたつの事業を一本化することで整

形インプラント領域での事業の強化と成長加速を実現できると判断し、本会社分割によりＨＯＹＡから日

本ユニテック (平成25年10月１日付HOYA Technosurgical株式会社に商号変更予定) にセラミック

ス製インプラント事業を承継することといたしました。 

 

2．本会社分割の要旨 

 (1) 本会社分割の日程 

     代表執行役による吸収分割契約書の承認決定： 平成25年７月31日 

     吸収分割契約書の締結： 平成25年７月31日 

     本会社分割効力発生日：平成25年10月１日 (予定) 

    (注) 本会社分割は、会社法第784条第３項による簡易吸収分割の要件を満たすため、ＨＯＹＡ

の株主総会の承認決議を得ることなく、代表執行役決定により実施します。 



 (2) 本会社分割の方式 

     ＨＯＹＡを分割会社とし、日本ユニテックを承継会社とする吸収分割です。 

 

 (3) 本会社分割に係る割当ての内容 

日本ユニテックは、本会社分割に際して、ＨＯＹＡに対し、日本ユニテックの株式１株を交付しま

す。 

 

 (4) 本会社分割に伴う新株予約権に関する取扱い 

ＨＯＹＡが発行する新株予約権に関する取扱いに、本会社分割による変更はなく、新株予約権

付社債は発行しておりません。 

 

 (5) 本会社分割により減少する資本金 

本会社分割により減少する資本金はありません。 

 

 (6) 承継会社が承継する権利義務 

日本ユニテックは、吸収分割契約書の定めるところにより、セラミックス製インプラント事業に関し

てＨＯＹＡが本会社分割の効力発生日の前日の終了時において有する、資産、債務、契約その他

の権利義務を承継します。債務の承継は、全て併存的債務引受の方法によります。 

 

 (7) 債務履行の見込み 

ＨＯＹＡと日本ユニテックは、本会社分割後に負担すべき債務の履行の見込みに問題はないも

のと判断しております。 

 

3．本会社分割当事会社の概要 (平成25年3月31日現在) 

 吸収分割会社 

(1)商号 ＨＯＹＡ株式会社 

(2)所在地 東京都新宿区中落合二丁目7番5号 

(3)代表者の役職・氏名 代表執行役最高経営責任者(CEO)  鈴木 洋 

(4)事業内容 光学技術を中心とした半導体関連製品、液晶パネル関連製品、光学レ

ンズなどの情報通信分野、メガネレンズ、コンタクトレンズなどのアイケア

分野、医療用内視鏡、白内障用眼内レンズなどのメディカル分野におけ

る製造、販売、サービス 

(5)資本金 6,264,201,967円 

(6)設立年月日 昭和19年8月23日 

(7)発行済株式数 435,017,020株 

(8)決算期 3月31日 



(9)大株主及び持株比率 ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー   6.10% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)   5.83% 

ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー) サブ アカウント 

アメリカン クライアント   3.87% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)   3.42% 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 2.51% 

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT – TREATY CLIENTS 2.27% 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エスエル 

オムニバス アカウント   2.19% 

山中衛   2.07% 

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス 

エグゼンプテド ペンション ファンズ   1.52% 

ジェーピー モルガン チェース バンク 380055   1.43% 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成25年3月期連結・IFRS) 

親会社の所有者に帰属 

する持分 
470,872百万円 

資産合計 618,074百万円 

1株当たり親会社の所有者

に帰属する持分 
1,091.25円 

売上収益 372,494百万円 

税引前当期利益 89,368百万円 

当期利益 71,242百万円 

親会社の所有者に帰属 

する当期利益 
71,099百万円 

基本的1株当たり当期利益 164.78円 

 

 吸収分割承継会社 

(1)商号 株式会社日本ユニテック 

(2)所在地 東京都新宿区四谷四丁目28番4号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役  古屋 幸彦 

(4)事業内容 医療用機器・器具・用具の製造・販売および輸出入(整形外科関連) 

(5)資本金 30,000,000円 

(6)設立年月日 平成12年9月8日 

(7)発行済株式数 600株 

(8)決算期 3月31日 



(9)大株主及び持株比率 ＨＯＹＡ株式会社 100.00% 

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成25年3月期・日本基準) 

純資産 931百万円 

総資産 1,710百万円 

1株当たり純資産 1,551,000円 

売上高 1,805百万円 

 

4．分割する事業部門の概要 

 (1) 分割する事業部門の事業内容 

    医療機器、医療用機械器具の製造、販売 

 

 (2) 分割する事業部門の売上高 (平成25年3月期)   4,187百万円 

 

 (3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (平成25年3月31日現在) 

資     産 負     債 

項  目 帳 簿 価 額 項  目 帳 簿 価 額 

流 動 資 産 1,742百万円 流 動 負 債 1,028百万円 

固 定 資 産 622百万円 固 定 負 債 ― 

合  計 2,364百万円 合  計 1,028百万円 

 

5．本会社分割後の状況 

 分割会社(ＨＯＹＡ) 吸収分割承継会社(日本ユニテック) 

名称 本会社分割による変更は

ございません。 

(上記「3．本会社分割当

事会社の概要」をご参照く

ださい。) 

HOYA Technosurgical株式会社 

所在地 東京都新宿区四谷四丁目28番4号 

代表者の役職・氏名 
代表取締役  堀江 松生 

代表取締役  古屋 幸彦 

事業内容 
医療用機器・器具・用具の製造・販売および輸出

入(整形外科関連) 

資本金 1億5万円 

決算期 3月31日 

 

6．今後の見通し 

 本会社分割によるＨＯＹＡへの業績の影響につきましては、軽微と考えております。 

 

 

 



7． (参考) 当期業績予想及び前期実績 (百万円) 

 

売上収益 
税引前 

当期利益 
当期利益 

親会社の所有者に 

帰属する当期利益 

基本的1株当

たり当期利益 

当期業績予想 

(平成26年3月期) 
― ― ― ― ― 

前期実績 

(平成25年3月期) 
372,494 89,368 71,242 71,099 164.78円 

(注)当社は、第1四半期の決算発表時に第2四半期連結累計期間の連結業績予想を公表し、第3四半

期の決算発表時に通期の連結業績予想を公表しております。 

 

以  上 

 

 


