
 

 

平成 29 年 2 月 24 日 
各  位 
                会社名  エルナー株式会社 
                代表者名 代表取締役社長執行役員 吉田秀俊 
                          (コード番号 6972 東証第 2 部) 
                             問合せ先 取締役上席執行役員経営企画部長 村田健一郎 

                                    (TEL 045-470-7258) 
 
 

当社と子会社による共同新設分割による会社分割に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 29 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社と当社の完全子会社であるエルナ

ー東北株式会社(以下、「エルナー東北」という。)が、共同新設分割により新設会社(以下、「本新

設会社」という)を設立し、両社のプリント配線板の製造に関する事業(以下、「本事業」という。)
を新設会社へ承継すること(以下、「本会社分割」という。)を決議いたしましたので、お知らせい

たします。なお、本会社分割は、当社の平成 29 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会及びエルナ

ー東北の平成 29 年 3 月 14 日開催予定の定時株主総会の承認を条件としております。 
 本会社分割は、当社と当社の完全子会社と共同で行う会社分割のため、開示事項・内容を一部

省略して開示しております。 
  

記 
 
１．本会社分割の目的 

当社は、コンデンサ事業とプリント回路事業を営んでおり、プリント配線板の製造拠点と

して滋賀工場を有しております。当社の連結子会社であるエルナー東北においても、コンデ

ンサの製造(青森工場)とプリント配線板の製造(白河工場)を営んでおります。両会社がそれぞ

れにプリント配線板の製造を行っていることから、国内製造拠点を統合するとともに当社が

保有する ELNA PCB(M) SDN.BHD.(マレーシアにおけるプリント配線板を製造する連結子

会社)の普通株式全株を本新設会社に承継することにより、生産管理・製品開発面での強化拡

充、生産効率の改善、管理面等での効率化及び独立採算管理強化や機動的な事業運営を行う

ことを目的として、共同新設分割により本新設会社を設立いたします。 
なお、当社のプリント配線板の販売に関する事業は、本新設会社に承継されません。 
これにより、競争力のある事業体制の確立を目指します。 

 
２．本会社分割の要旨 

(1) 本会社分割の日程 
共同新設分割計画承認取締役会(当社)   平成 29 年 2 月 24 日 
共同新設分割計画承認取締役決定(エルナー東北) 平成 29 年 2 月 24 日 
共同新設分割計画承認株主総会(エルナー東北)  平成 29 年 3 月 14 日(予定) 
共同新設分割計画承認株主総会(当社)   平成 29 年 3 月 29 日(予定) 
新会社設立登記日(効力発生日)   平成 29 年 10 月 2 日(予定) 

     (注)エルナー東北は取締役会非設置会社のため、取締役の過半数で決定しました。 
 

(2) 本会社分割の方式 
本会社分割は、当社及びエルナー東北を分割会社とし、両社が共同で設立するエルナープリ

ンテッドサーキット株式会社(以下、「エルナープリンテッドサーキット」という。)を本新

設会社とする共同新設分割です。 
 



 

 

(3) 本会社分割に係る割当ての内容 
エルナープリンテッドサーキットは、本会社分割に際して普通株式 1,000 株を発行し、当

社に対して 983 株、エルナー東北に対して 17 株を割当て交付します。 
 

(4) 本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 
当該事項はありません。 

 
(5) 本会社分割により増減する資本金 

当該事項はありません。 
 

(6) 本新設会社が承継する権利義務 
エルナープリンテッドサーキットは、効力発生日における当社およびエルナー東北の本事

業に係る資産、債務その他の権利義務について、共同新設分割計画書に定められたものをそ

れぞれ承継いたします。 
 

(7) 債務履行の見込み 
本会社分割の効力発生日において、当社およびエルナー東北ならびにエルナープリンテッ

ドサーキットが履行すべき債務について、その履行の確実性に問題はないと判断しておりま

す。 
 

３．本会社分割の当事会社の概要 

 分割会社 
(平成 28 年 12 月 31 日現在)

分割会社 
(平成 28 年 12 月 31 日現在)

新設会社 
(平成 29 年 10 月 2 日予定)

(1) 商号 エルナー株式会社 エルナー東北株式会社 ｴﾙﾅｰﾌﾟﾘﾝﾃｯﾄﾞｻｰｷｯﾄ株式

会社 

(2) 所在地 神奈川県横浜市港北区

新横浜三丁目 8 番 11 号

青森県黒石市追子野木 1
丁目 349 番 1 

滋賀県長浜市田町 30 番

地 

(3) 代表者の 
役職・氏名 

代表取締役社長執行役員

吉田秀俊 
代表取締役社長 
平岩正行 

代表取締役社長 
南洋一郎 

(4) 事業内容 電子部品の製造・販売 電子部品の製造・販売 電子部品の製造・販売 

(5) 資本金 3,511 百万円 450 百万円 50 百万円(予定) 

(6) 設立年月日 昭和 12 年 5 月 25 日 平成 54 年 10 月 21 日 平成29年10月2日(予定)

(7) 発行済株式数 普通株式 56,641,458 株 普通株式 900,000 株 普通株式 1,000 株 

(8) 決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 

(9) 大株主及び 
持株比率 

太陽誘電株式会社

26.48% 
旭硝子株式会社         

11.75% 
伯東株式会社   3.07% 
五味大輔       2.65% 
株式会社みずほ銀行

2.22% 
楽天証券株式会社       

1.69% 

エルナー株式会社  
100% 

 

エルナー株式会社 
98.3% 

エルナー東北株式会社 

1.7% 



 

 

株式会社 SBI 証券 
1.16%

(10) 当事間の 
関係 

 
 
 

資本関係 エルナー東北株式会社は当社が 100%出資する連結子会社 

人的関係 エルナー東北株式会社の取締役 4 名中 2 名は当社従業員の兼

務者、監査役 1 名中 1 名は当社監査役 
取引関係 エルナー東北株式会社は当社から製品の製造を受託 

当社はエルナー東北株式会社に対し工場の賃貸等を行う 
関 連 当 事

者 へ の 該

当事項 

 
関連当事者に該当します。 

(11) 分割会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態(単位:百万円、特記しているものを除く) 

 
決算期 

エルナー株式会社 
(分割会社(連結)) 

エルナー東北株式会社 
(分割会社) 

平成 26 年 
12 月期 

平成 27 年

12 月期 
平成 28 年

12 月期 
平成 26 年

12 月期 
平成 27 年 

12 月期 
平成 28 年

12 月期 
純資産 3,061 1,703 791 389 560 543
総資産 25,981 24,873 25,382 1,911 1,835 1,717
１株当たり 
純資産(円) 

38.40 29.67 13.58 432.82 622.26 603.96

売上高 31,529 30,842 28,542 4,855 4,136 3,730
営業利益 454 344 790 453 292 244
経常利益又は 
経常損失(△) 

Δ112 Δ477 △285 466 344 390

当期純利益  381 170 289
親会社株主に帰属す

る当期純損失(△) 
Δ565 Δ1,975 Δ1,145  

１株当たり 
当期純利益 

Δ13.59 Δ46.73 Δ20.23 423.81 189.44 321.69

１株当たり 
配当金(円) 

― ― ― ― ― 340.00

 
４．分割する部門の事業部門の概要 

(1) 分割する部門の事業内容 
当社及びエルナー東北のプリント配線板の製造に関する事業 
 

(2) 分割する部門の経営成績(平成 28 年 12 月期)                 (単位:百万円) 

 エルナー株式会社(分割会社) エルナー東北株式会社(分割会社) 

分割する事

業の実績

(A) 

 
全体 
(B) 

 
比率(%) 

(A)/(B)×100

分割する事

業の実績

(A) 

 
全体 
(B) 

 
比率(%) 

(A)/(B)×100

 
売上高 

 
― 26,461 ― 2,276

 
3,730 61.0%

(注) エルナー株式会社におけるプリント配線板の販売に関する事業は分割しないため、分割する

事業の実績を記載しておりません。 



 

 

 
(3) 分割する資産・負債の項目及び帳簿価格(平成 28 年 12 月 31 日現在) 

  エルナー株式会社(分割会社)                                             (単位:百万円) 

資産 負債 

流動資産 5,149 流動負債 4,080

固定資産 3,775 固定負債 556

合計 8,924 合計 4,636

 エルナー東北株式会社(分割会社)                     (単位:百万円) 

資産 負債 

流動資産 247 流動負債 12

固定資産 7 固定負債 168

合計 254 合計 180

(注) 上記は平成 28 年 12 月 31 日現在の数値を基にしておりますので、実際に分割する金額

とは異なることになります。 
 

５．本会社分割後の状況 
   本会社分割後の当社およびエルナー東北の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、

決算期の変更はありません。本新設設立会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名等につき

ましては、「３．本会社分割の当事会社の概要」をご参照ください。 
 

６．今後の見通し 
  新設会社は当社の連結子会社となるため、本会社分割が連結業績に与える影響は軽微です。 
 

以上 
 
 
 
 

 


