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連結子会社への会社分割および 
連結子会社株式の譲渡に関するお知らせ 

 
 

八千代工業株式会社（以下、ヤチヨ）は、2015 年５月８日に開示した「連結子会社の全事業

および当社一部事業の譲渡協議開始に関するお知らせ」にて、連結子会社である株式会社ワイ

ジーテック（以下、ワイジーテック）の全事業および当社四日市製作所の板金プレス工場（以

下、四日市プレス工場）を、東プレ株式会社（以下、東プレ）へ譲渡することについて、東プ

レとの間で協議を開始する旨の基本合意書を締結したことを公表しております。 
このたび、東プレとの協議を経て、2015 年 10 月 15 日開催の取締役会において、譲渡するこ

とを決議しましたのでお知らせいたします。 
なお、ヤチヨは 2015 年３月期の有価証券報告書における連結財務諸表から、国際財務報告

基準（IFRS）を任意適用しておりますが、本お知らせに記載する金額は日本基準で表示してお

ります。 
 

記 
 
１．譲渡の理由 

ヤチヨは、事業構造の変革を進めグローバルでの成長戦略を加速していくために、自動

車部品事業においては、主力製品である樹脂製燃料タンクおよびサンルーフの事業に経営

資源を集中し販路の拡大を進めており、昨年６月 27 日にカナダ Yachiyo of Ontario 
Manufacturing, Inc.の全事業を、同 10月１日に米国 Yachiyo Manufacturing of Alabama, 
LLC の板金事業をそれぞれ譲渡しております。 
また自動車組立事業においては、少量生産に特化した生産体質への改革を進めており、

大量生産を前提とした既存の板金プレス工場については、ヤチヨが目指す自動車組立事業



 

の今後の方向性を踏まえ、見直しが必要となりました。 
これらの状況から、日本国内で板金事業を営むワイジーテックの全事業および四日市プ

レス工場を、東プレに譲渡することといたしました。 
なお、譲渡の方法として、ヤチヨは、四日市プレス工場をヤチヨから分割してワイジー

テックに承継した上で、所有するワイジーテックの全株式を東プレへ譲渡します。四日市

プレス工場の分割とワイジーテックへの承継については、ヤチヨの 100%子会社にヤチヨ

の事業を承継させる分割であるため、開示事項および内容を一部省略して開示しておりま

す。 
 
２．四日市プレス工場の分割について 

（１）分割の日程 
取締役会決議   2015 年 10 月 15 日 
契約締結     2015 年 10 月 15 日 
効力発生日    2015 年 12 月１日予定 

 
（２）分割の方式 

ヤチヨを分割会社とし、ワイジーテックを承継会社とする吸収分割です。 
 

（３）分割に係る割当の内容 
ワイジーテックは、本分割に際して普通株式 281,000 株を発行し、そのすべてを

ヤチヨに対して割当交付します。 
 
（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 

該当する事項はありません。 
 

（５）分割により増減する資本金 
本分割による資本金の増減はありません。 

 
（６）承継会社が承継する権利義務 

ワイジーテックは、対象事業を遂行する上で必要とされる資産、負債、契約上の

地位その他これに付随する権利義務を承継します。 
 
（７）債務履行の見込み 

本分割後におけるワイジーテックの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。 
 

（８）分割当事会社の概要（2015 年３月 31 日現在） 
 分割会社 承継会社 
名称 八千代工業株式会社 株式会社ワイジーテック 
所在地 埼玉県狭山市柏原 393 三重県員弁郡東員町瀬古泉 200 



 

代表者の 
役職・氏名 

代表取締役社長 笹本 裕詞 代表取締役社長 市川 正人 

事業内容 自動車および自動車部品の 
製造および販売 

自動車部品の製造および販売 

資本金 3,685,600,000 円 490,000,000 円 
設立日 1953 年８月 2008 年４月 
発行済 
株式数 

24,042,700 株 49,000 株 

決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 
大株主 
および 
持株比率 

本田技研工業株式会社 50.34% 
大竹 榮一       5.46% 
ビービーエイチ フォー 
フィデリティ ロー プライスド 
ストック ファンド 
（常任代理人 株式会社三菱東

京 UFJ 銀行）     4.07% 
株式会社三井住友銀行  1.90% 
八千代工業従業員持株会 1.84% 

八千代工業株式会社 100.00% 
（※） 

 

直前事業年度の財政状態および経営成績 
 八千代工業株式会社 

（連結） 
株式会社ワイジーテック 

決算期 2015 年３月期 2015 年３月期 
純資産 60,941 百万円 285 百万円 
総資産 129,272 百万円 1,942 百万円 
1 株当たり純資産 2,114.79 円 5,824.31 円 
売上高 215,655 百万円 6,529 百万円 
営業利益 7,830 百万円 50 百万円 
経常利益 8,151 百万円 51 百万円 
当期純利益 3,022 百万円 46 百万円 
1 株当たり当期純利益 125.88 円 931.22 円 
※ 当社は 2015 年９月 29 日に、当社の連結子会社である合志技研工業株式会社が

所有するワイジーテック株式を取得し、ワイジーテックを 100%子会社としてお

ります。 
 

（９）分割する事業（当社四日市製作所 板金プレス工場）の概要 
① 事業の内容 

自動車用板金プレス部品の製造およびこれに付帯する事業 
② 経営成績（2015 年３月期） 

売上高   6,490 百万円 
※ 上記売上高は、内部取引消去後の額となります。 



 

③ 分割する資産、負債の項目および金額（2015 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 2,469 百万円 流動負債 2,084 百万円 
固定資産 2,483 百万円 固定負債 － 

合計 4,952 百万円 合計 2,084 百万円 
※ 分割する資産および負債については、上記金額に本分割効力発生日前日まで

の増減を加味した上で確定します。 
 

（１０）分割後の状況 
本分割による分割会社および承継会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事

業内容、資本金および決算期についての変更はありません。 
 
３．子会社の異動（株式譲渡）について 

（１）譲渡する会社の概要 
前記「２．（８）分割当事会社の概要」の「承継会社」に記載のとおりです。 

 
（２）譲渡の相手先の概要（2015 年３月 31 日現在） 

名称 東プレ株式会社 
所在地 東京都中央区日本橋３丁目 12 番２号 
代表者の役職・氏名 取締役社長 内ヶ崎 真一郎 
事業内容 プレス関連製品、定温物流関連製品、空調機器、電子機器な

どの製造・販売 
資本金 5,610,000,000 円 
設立日 1935 年４月 
純資産 105,062 百万円 
総資産 158,613 百万円 
大株主および 
持株比率 

東プレ株式会社               7.30% 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  6.82% 
株式会社りそな銀行             4.61% 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社         4.61% 
日本生命保険相互会社            3.95% 

当社と当該会社との 
関係 

当社と当該会社との間には、資本関係、人的関係、取引関係

はありません。また、当該会社は、当社の関連当事者には該

当しません。 
 

（３）譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式状況 
譲渡前の所有株式数   330,000 株 （所有割合：100%） 
譲渡株式数       330,000 株 （所有割合：100%） 
譲渡後の所有株式数      0 株 （所有割合：  0%） 



 

 
譲渡価額については、譲渡の相手先との守秘義務契約により、開示は控えさせて

いただきます。 
 

（４）譲渡日程 
取締役会決議   2015 年 10 月 15 日 
契約締結     2015 年 10 月 15 日 
株式譲渡     2016 年１月１日予定 

 
４．今後の見通しについて 

本会社分割および株式譲渡が 2016 年３月期業績に与える影響については、株式譲渡予

定日前日までのワイジーテックの受注量の変化等により、譲渡する株式の評価額が変動す

るため、明確になり次第、速やかに公表いたします。 
 
 

以上 


