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平成 30 年 9 月 28 日 

各 位 

上場会社名   

代表者 代表取締役社長執行役員 猪野 薫 

（コード番号 4631） 

問合せ先責任者 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 中川 真章 

（TEL 03-6733-3033） 

 
 

 

会社分割（簡易分割・略式分割）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、滋賀県湖南市所在の当社が保有する資産の一部（土地・建

物等）を吸収分割の方法により、当社の 100%子会社である DIC 化工株式会社（以下 DKI）へ承継させる

ことを決議しましたのでお知らせします。 

なお、本会社分割は、持分 100%の連結子会社への吸収分割であるため開示事項・内容を一部省略の

うえ開示します。 

 

1．会社分割の目的 

DKI は、本日開催の同社取締役会において DKI 滋賀工場で行う事業（BMC（※１)の製造に関す

る事業ならびに BMC 及び SMC(※2)を用いた成形加工品の製造及び販売に関する事業）を、タカ

ラスタンダード株式会社（以下タカラスタンダード）に譲渡することを決議しました。譲渡日は平成

31 年 1 月 7 日を予定しています。 

このたびの合意は、DKI 滋賀工場における主要ユーザーであり、同成形加工品の内製化によ

りキッチン・バス等の水周り事業を将来にわたり強化、育成し、さらなる発展を目指すタカラスタ

ンダードと、滋賀工場を除く事業所での SMC 及び成形加工品の製造販売事業に経営資源を集

中したい当社及び DKI との思惑が合致したものです。 

本会社分割は、上記事業譲渡に先立ち、当社が保有し同事業において現在及び将来にわた

って使用する資産を DKI へ承継させることを目的としています。 

 

（※1） BMC（Bulk Molding Compound）は、樹脂・強化繊維・充填材等を組み合わせた塊状の複

合材料で、システムキッチン・洗面向け人造大理石などに用いられています。 

（※2） SMC（Sheet Molding Compound）は、樹脂・強化繊維・充填材等を組み合わせたシート状

の複合材料で、浴室（浴槽・床・壁）・浄化槽・自動車・電気部品などに用いられています。 

 

2．会社分割の要旨 

（1）会社分割の日程 

会社分割決議取締役会       平成 30 年 9 月 28 日 

会社分割契約締結         平成 30 年 9 月 28 日（予定） 

会社分割承認株主総会       開催しません（注） 

会社分割の予定日（効力発生日）  平成 31 年 1 月 7 日（予定） 
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注） 本会社分割は、会社法第 784 条第 2 項に定める簡易分割及び同法 796 条第 1

項に定める略式分割の規定により、当社及び DKI において吸収分割契約に関

する株主総会の承認を得ることなく行うものです。 

 

（2）会社分割の方式 

当社を吸収分割会社、DKIを吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

 

（3）会社分割に係る関わる割当の内容 

DKI は、普通株式１株を発行し、当社に対して割当てます。 

 

（4）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 

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。 

 

  (5) 会社分割により増減する資本金 

本会社分割に際して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 

本会社分割に関する資産のうち吸収分割契約において定めるものを承継します。 

 

  (7) 債務履行の見込み  

本会社分割の効力発生日以降に弁済期が到来する DKIの債務につき、履行の見込み 

があると判断しています。 

 

3．分割当事会社の概要（平成 29年 12月 31 日現在） 

(1) 名称 
DIC株式会社 

（吸収分割会社） 

  DIC化工株式会社 

（吸収分割承継会社） 

(2) 事業内容 
有機顔料、合成樹脂等の製造・

販売 他 

プラスチック成型品、強化プラス

チック成型品、プラスチック複合

材料の製造販売 

(3) 設立年月日 昭和 12 年 3 月 15 日 昭和 56 年 1 月 7 日 

(4) 所在地 
東京都板橋区坂下三丁目 

35 番 58 号 
滋賀県湖南市柑子袋 373番地 

(5) 代表者の役職/氏名 

代表取締役  

社長執行役員 

猪野 薫 

代表取締役社長  

笠井 宣寿 

(6) 資本金 96,557 百万円 450 百万円 

(7) 発行済株式数 95,156,904 株 900,001 株 

(8) 決算期  12 月 31日  12 月 31日 

(9) 大株主及び持株比率 

日誠不動産（株）      5.58% 

日本トラスティ・サービス信託銀

行（株）(信託口)       4.95% 

大日製罐（株）          4.47% 

日本マスタートラスト信託銀行

DIC株式会社           100% 
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（株）（信託口）          4.14% 

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 

決算期 平成 29 年 12 月期（連結） 平成 29 年 12 月期（単体） 

純資産 343,951 百万円 △1,781 百万円 

総資産 831,756 百万円 3,211百万円 

１株あたり純資産 3,329.60円 △1,978.84 円 

売上高 789,427 百万円 4,783百万円 

営業利益 56,483 百万円 146 百万円 

経常利益 56,960 百万円 121 百万円 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
38,603 百万円 

111 百万円 

１株当たり当期純利益 407.56 円 123.83 円 

 

4．分割する資産・負債の項目及び帳簿価額（平成 29年 12月 31日現在） （単位：百万円） 

資産 負債 

流動資産 － 流動負債 － 

固定資産 526 固定負債 － 

合計 526 合計 － 

 

5．会社分割後の状況 

本会社分割による両当事会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本会社分割

の対象となっている事業を除く）、資本金及び決算期の変更はありません。 

 

6．業績に与える影響 

本件による当社の連結業績に与える影響は軽微です。 

 

以上 

 

(参考)平成 30年 12 月期連結業績予想(平成 30 年 8月 9 日公表分)及び平成 29 年 12 月期実績 

(単位：百万円) 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰

属する当期純利益 

平成 30年 12月期 

業績予想 
830,000 58,000 58,000 40,000 

平成 29年 12月期 

実績 
789,427 56,483 56,960 38,603 

 

 


