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連結子会社による特定子会社の異動を伴う 
事業譲受けに関するお知らせ 

 
 
八千代工業株式会社（以下、ヤチヨ）は、2015 年 12 月 17 日開催の取締役会において、連結

子会社である合志技研工業株式会社（以下、合志技研）が、株式会社 エム・エス・ディ（以下、

MSD）との間で、MSD が日本で営む二輪部品の製造販売事業および MSD のフィリピン子会

社である MASUDA PHILIPPINES, INC.（以下、MPI）の譲受けに関する合意書を締結する

ことを決議しましたのでお知らせいたします。 
なお、MPI の資本金はヤチヨの資本金の 10%に相当する額以上であり、MPI はヤチヨの特

定子会社に該当する見込みであることも合わせてお知らせいたします。 
 
 

記 
 
１．譲受けの理由 

合志技研は、二輪車用のマフラー、メタルキャタライザー、フレーム等の部品を生産し、

日本およびアジアで事業を展開しております。今回、MSD が日本で営む二輪部品の製造販

売事業および MPI を譲受けることで、製品ラインナップの拡充および MSD 保有技術との

融合による新製品の開発等、一層の事業価値の向上が見込めることから、MSD との間で譲

受けに関する合意に至りました。 
なお、譲受けの方法として、MSD は、日本で営む二輪部品の製造販売事業を会社分割に

よる新設会社に承継し、合志技研は、この新設分割設立会社および MPI の株式を取得しま

す。 
 
 



 

２．新設分割設立会社の概要 
新設分割設立会社の名称、代表者、資本金等の詳細は未定であり、資産等については現

在精査中のため、明確になり次第、速やかに公表いたします。 
 

３．MPI の概要（2015 年８月 25 日現在） 
名称 MASUDA PHILIPPINES, INC. 
所在地 フィリピン ラグナ州ビニャン市 
代表者の役職・氏名 代表取締役 朝比奈 和夫 
事業内容 二輪部品の製造 
資本金 242,503 千ペソ 
設立日 1993 年 12 月 
大株主および持株比率 株式会社 エム・エス・ディ  99.998% 

その他            0.002% 
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。 
最近３年間の財政状態および経営成績 
決算期 2013 年３月期 2014 年３月期 2015 年３月期 
純資産 373,488 千ペソ 362,701 千ペソ 392,574 千ペソ 
総資産 864,922 千ペソ 829,120 千ペソ 712,142 千ペソ 
1 株当たり純資産 1,540 ペソ 1,496 ペソ 1,619 ペソ 
売上高 1,276,785 千ペソ 1,110,060 千ペソ 890,988 千ペソ 
営業利益 △57,519 千ぺソ △6,780 千ぺソ 11,511 千ぺソ 
経常利益 △10,345 千ペソ △7,306 千ペソ 41,305 千ペソ 
当期純利益 △18,204 千ペソ △18,840 千ペソ 31,007 千ペソ 
1 株当たり当期純利益 △75 ペソ △78 ペソ 128 ペソ 
 

４．取得株式数および取得前後の所有株式状況 
 新設分割設立会社 MPI 
取得前の所有株式数 0 株  

（所有割合：   0%） 
0 株  

（所有割合：   0%） 
取得株式数 未定  242,498 株 
取得後の所有株式数 未定  

（所有割合：100%予定） 
242,498 株  

（所有割合： 99.998%） 
 
５．譲受け価額 

譲受け価額については、譲受け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。 
 



 

６．譲受けの相手先（MSD）の概要（2015 年８月 25 日現在） 
名称 株式会社 エム・エス・ディ 
所在地 静岡県浜松市天竜区渡ヶ島 1500 
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 増田 正義 
事業内容 二輪・四輪・汎用部品の製造および販売 
資本金 144 百万円 
設立日 1958 年６月 
大株主および持株比率 本田技研工業株式会社  37.25% 

増田 正義        34.34% 
山本 和子        6.94% 
株式会社三井住友銀行   4.86% 
株式会社みずほ銀行    4.86% 

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。 
 
７．譲受けを行う子会社（合志技研）の概要（2015 年３月 31 日現在） 

名称 合志技研工業株式会社 
所在地 熊本県合志市豊岡 1280 番地 
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 朝吹 和博 
事業内容 二輪・四輪・汎用部品の製造および販売 
資本金 500 百万円 
設立日 1974 年 11 月 
大株主および持株比率 八千代工業株式会社   52.42% 

本田技研工業株式会社  42.58% 
三恵技研工業株式会社   5.00% 

 
８．日程 

取締役会決議     2015 年 12 月 17 日 
合意書締結      2015 年 12 月 17 日 
事業譲受け日     2016 年４月１日予定 

 
９．今後の見通しについて 

本事業譲受けは、翌連結会計年度に実施する予定であるため、2016 年３月期連結業績に

与える影響はありません。また、本件による 2017 年３月期連結業績への影響は軽微であ

る見通しですが、開示すべき事項が生じましたら速やかに公表いたします。 
 
 

以上 


