
 

平成 29 年５月 12 日 

各  位 

会社名 ニチユ三菱フォークリフト株式会社 

代表者名  代表取締役社長 二ノ宮 秀明 

（コード番号：7105 東証第一部 

問合せ先   執行役員 総務部長 松浦 英生 

（TEL：075-956-8602） 

 

当社及びユニキャリア株式会社の会社分割（簡易・略式吸収分割）による 

経営統合の方針の決定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年５月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、本年 10 月１日（予定）

を効力発生日として、その連結子会社であるユニキャリア株式会社（以下「ユニキャリア」と

いう。）の国内販売以外の事業を、簡易・略式吸収分割（以下「本会社分割」という。）の方法に

より当社が承継することにより、当社及びユニキャリアの経営統合を実施する方針を決定いた

しましたのでお知らせいたします。 

なお、本会社分割は、当社の完全子会社との間で行う簡易・略式吸収分割であることから、開

示事項、内容を一部省略して開示しています。 

 

記 

 

１. 本件取引の目的について 

本会社分割による経営統合により、PMI 活動をさらに加速することで、統合シナジーの早期

創出と刈り取りが可能になります。また、昨年 12 月に公表した新中期経営計画「Perfect 

Integration 2020」に取組みつつ、「統合事業基盤の強化」を図り、「世界トップクラスの総合物

流メーカー」を目指してまいります。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）本会社分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会決議日 平成 29 年７月 13 日（予定） 

吸収分割契約締結 平成 29 年７月 13 日（予定） 

吸収分割の実施予定日（効力発生日） 平成 29 年 10 月１日（予定） 

（注） 本会社分割は、会社法第 796 条第２項の規定に基づく簡易吸収分割及び会社法第 784 条

１項に定める略式吸収分割に該当するため、当社及びユニキャリアにおける吸収分割契

約に関する株主総会の承認を得ることなく行うこととしております。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社を吸収分割承継会社とし、ユニキャリアを吸収分割会社とする吸収分割です。 
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（３）本会社分割に関する割当ての内容 

本会社分割は、完全親子会社間で行われるため、本会社分割に際して、金銭等の交付は行い

ません。 

 

（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 

該当事項はありません。 

 

（５）本会社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の増減はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

当社は、本会社分割の効力発生日にユニキャリアの国内販売以外の事業に関して有する資産、

債務その他の権利義務を承継します。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日後において、当社が負担すべき債務については、履行の見込みに問

題がないもの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 承継会社 

(1) 名 称 ユニキャリア株式会社 ニチユ三菱フォークリフト株式会社

（注） 

(2) 所 在 地 神奈川県川崎市幸区新小倉１番２号 京都府長岡京市東神足二丁目１番１号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼 CEO 

二ノ宮 秀明 

代表取締役社長  

二ノ宮 秀明（注） 

(4) 事 業 内 容 フォークリフト、コンテナキャリア、

トランスファークレーン等 

各種運搬機械の開発・製造及び販売

バッテリーフォークリフト、エンジン

フォークリフト、搬送用ロボット、自

動倉庫、LAN 等の物流システム商品、 

電気自動車、モノレール等の開発・設

計・製造・販売  

(5) 資 本 金 9,759,615,606 円 4,890,526,626 円 

(6) 設 立 年 月 日 昭和 24 年２月 17 日 昭和 12 年７月 31 日 

(7) 発 行 済 株 式 数 普通株式：168,297,506 株 

（うち自己株式：167,920,006 株） 

普通株式：76,611,269 株 

A 種種類株式：32,274,744 株 

合計：108,886,013 株 

（うち自己株式：2,464,976 株） 

(8) 決 算 期 ３月 31 日 ３月 31 日 
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  分割会社 承継会社 

(9) 大株主（出資者）及

び持株（出資）比率 

当社 100% 三菱重工フォークリフト＆エンジ

ン・ターボホールディングス株式会社

普通株式：50.94% 

普通株式及び A 種種類株式（無議決権

株式）合計： 63.26% 

(10) 直前事業年度の財政

状態及び経営成績 
（平成 29 年 3 月期） （平成 29 年 3 月期） 

純資産 46,799 百万円（連結） 60,021 百万円（連結）

総資産 145,116 百万円（連結） 366,915 百万円（連結）

１株当たり純資産 123,969.90 円（連結） 545.89 円（連結）

売上高 178,207 百万円（連結） 270,969 百万円（連結）

営業利益 6,905 百万円（連結） 10,508 百万円（連結）

経常利益 6,252 百万円（連結） 8,978 百万円（連結）

親会社株主に帰属

する当期純利益 
4,378 百万円（連結） 3,635 百万円（連結）

１株当たり当期純

利益 
11,597.13 円（連結） 34.16 円（連結）

（注）本会社分割後の名称、代表者等は未定です。決定後速やかに開示いたします。 

４．承継する事業部門の概要 

（１）承継する部門の事業内容 

ユニキャリアの国内販売以外の事業 

 

（２）承継する部門の経営成績（平成 29 年 3 月期） 

     現時点では確定していません。 

 

（３）承継する資産、負債の項目及び帳簿価格（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

     現時点では確定していません。 

 

５．本会社分割後の状況 

本会社分割後の当社本店所在地に変更はありません。名称、代表者等は未定です。決定後速や

かに開示いたします。 

 

６．今後の見通し 

本会社分割が当社の連結業績へ与える影響は軽微であります。 

 

以 上 
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（参考）当期連結業績予想（平成 29 年 5 月 9 日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期業績予想 

(平成30年3月期) 
410,000 百万円 9,000 百万円 8,000 百万円 3,500 百万円 

前期実績 

(平成29年3月期) 
270,969 百万円 10,508 百万円 8,978 百万円 3,635 百万円 

 


