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平成 29 年２月 22 日 

各  位 

 会 社 名 蝶 理 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 先 濵 一 夫 

  (コード番号 8014 東証第 1 部） 

問合せ先 経営政策部長   河 村 泰 孝

  （TEL．03-5781-6201） 

 

会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、グループ事業再編の一環として、輸送機器事業（以

下、「本事業」といいます。）を当社より会社分割し、新たに設立する蝶理マシナリー株式会

社に承継すること（以下、「本会社分割」といいます。）を決議いたしましたので、下記の通

りお知らせいたします。 

なお、本会社分割は当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して

開示しております。 

 

記 

 

１. 会社分割の目的 

当社は、自動車・自動二輪車・産業車両など輸送機器を主に中南米市場向けに販売し

ております。 

主要セグメントのひとつである本事業の経営の自由度を高め、意思決定を迅速化させ、

事業規模の拡大を目指すため、本会社分割を決定いたしました。 

今後は、新興国を中心に更なる発展が見込まれる本事業の成長機会を取り込み、持続

的な収益力向上並びに事業基盤強化を目指してまいります。 

 

２. 会社分割の要旨 

(1)  分割の日程 

分割計画書の取締役会承認 平成 29 年 ２月 22 日 

分割期日（効力発生日） 平成 29 年 ４月 １日 （予定） 

(注)  本会社分割は、会社法第 805 条の規定に基づく簡易分割の要件を満たして

いるため、株主総会決議を経ずに行います。 

 

(2)  分割方式 

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易新設分割）です。 

 

(3)  株式の割当 

新設会社が本会社分割に際して新たに発行する普通株式は 100 株で、その全てを当

社へ割当交付します。 
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(4)  分割により増減する資本金等 

本会社分割による、当社の資本金等の変動はありません。 

 

(5)  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り扱い 

該当事項はありません。 

 

(6)  新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、当社が本事業に関連して有する資産、負債及び契約並びにこれらに付

随する権利義務を分割計画に定める範囲において承継します。 

 

(7)  債務履行の見込み 

本会社分割において、当社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の見込

みに問題がないと判断しております。 

 

３. 分割会社の概要 

(1)  会社分割の当事会社の主な概要 

No. 項目 分割会社 

(平成 28 年３月 31 日現在) 

新設会社 

(平成 29 年４月１日予定) 

① 商号 蝶理株式会社 蝶理マシナリー株式会社 

② 主な事業内容 各種繊維･化学品の販売 輸送機器の販売 

③ 設立年月日 昭和 23 年９月２日 平成 29 年４月１日（予定） 

④ 本店所在地 大阪市中央区淡路町一丁目 7

番 3号 

東京都港区港南二丁目 15 番 3

号 

⑤ 代表者 代表取締役社長 

先濵 一夫 

代表取締役社長 

速水 淳 

⑥ 資本金 6,800 百万円 100 百万円

⑦ 発行済株式数 25,303,478 株 100 株

⑧ 純資産 42,882 百万円 100 百万円

⑨ 総資産 98,736 百万円 2,749 百万円

⑩ 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日

⑪ 大株主及び持

株比率 

東レ株式会社 52.89% 蝶理株式会社 100％ 

(当社(分割会社)の完全子会社)ﾋﾞｰﾋﾞｰｴｲﾁ ﾌｲﾃﾞﾘﾃｲ 

ﾋﾟﾕｰﾘﾀﾝ ﾌｲﾃﾞﾘﾃｲ ｼﾘ

ｰｽﾞ ｲﾝﾄﾘﾝｼﾂｸ ｵﾎﾟﾁﾕ

ﾆﾃｲｽﾞﾌｱﾝﾄﾞ 

5.85%

ｲﾝﾀｰﾄﾗｽﾄ ﾄﾗｽﾃｨｰｽﾞ 

(ｹｲﾏﾝ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｿｰﾙﾘ

ｰ ｲﾝ ｲｯﾂ ｷｬﾊﾟｼﾃｨ- 

ｱｽﾞ ﾄﾗｽﾃｨ- ｵﾌﾞ ｼﾞ

ｬﾊﾟﾝ ｱｯﾌﾟ 

2.72%

株式会社ワコール 2.24%

ﾋﾞｰﾋﾞｰｴｲﾁ ﾌｵｰ ﾌｲﾃﾞ 1.91%
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No. 項目 分割会社 

(平成 28 年３月 31 日現在) 

新設会社 

(平成 29 年４月１日予定) 

ﾘﾃｲ ﾛｰ ﾌﾟﾗｲｽﾄﾞ ｽﾄﾂ

ｸ ﾌｱﾝﾄﾞ (ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

ｵｰﾙｾｸﾀｰ ｻﾌﾞﾎﾟｰﾄﾌｵﾘ

ｵ) 

ﾉｰｻﾞﾝ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｴｲﾌﾞｲｴﾌｼｰ ﾘ ﾌｨﾃﾞﾘﾃ

ｨ ﾌｧﾝｽﾞ

1.66%

ｲﾝﾀｰﾄﾗｽﾄ ﾄﾗｽﾃｨｰｽﾞ 

ｹｲﾏﾝ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｱｽﾞ ﾄﾗ

ｽﾃｨｰ ｵﾌﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｱｯ

ﾌﾟ ﾕﾆｯﾄ ﾄﾗｽﾄ 

 

1.22%

日本トラスティ・サ

ービス信託銀行株式

会社（信託口）

1.11%

日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社

（信託口）

0.93%

HSBC BANK PLC A/C 

MARATHON FUSION 

JAPAN 

PARTNERSHIP LP

0.93%

 

(2)  分割会社の最近３連結会計年度の業績 

 蝶理株式会社（連結） 

決算期 平成 26 年 

３月期 

平成 27 年 

３月期 

平成 28 年 

３月期 

売上高 244,286 百万円 248,396 百万円 291,578 百万円

営業利益 5,492 百万円 5,552 百万円 5,369 百万円

経常利益 5,831 百万円 5,966 百万円 5,518 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 3,715 百万円 4,153 百万円 4,297 百万円

１株当たり純資産 1,481.00 円 1,688.74 円 1,746.27 円

１株当たり当期純利益 151.54 円 169.40 円 175.31 円

 

４. 分割する部門の概要 

(1)  分割する部門の事業内容 

輸送機器事業 

 

 

 

 



 

4 
 

(2)  分割する部門の経営成績（平成 28 年 3 月期） 

 分割事業(a) 当社連結実績(b) 比率(a/b) 

売上高 36,831 百万円 291,578 百万円 12.6%

 

(3)  分割する資産、負債の項目及び金額（平成 29 年１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 2,749 百万円 流動負債 2,649 百万円

固定資産 － 固定負債 －

合計 2,749 百万円 合計 2,649 百万円

(注) 実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整したもの

となります。 

 

５. 会社分割後の状況 

当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期については、本会社分割

による変更はありません。 

 

６. 今後の見通し 

本会社分割は当社による単独新設分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微

であります。 

 

以 上 


