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各   位 
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代表者名 代表取締役 社長執行役員 廣渡 眞 

（コード番号 5959 東証第 1部） 

問合せ先 取締役 常務執行役員 管理部門管掌 細道 靖 

 （TEL. 03-3624-5119） 

 

当社子会社（㈱富士ボルト製作所）・孫会社（㈱富士機材）の組織再編に係る 

会社分割（簡易吸収分割）および吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 1 月 1 日（予定）を効力発生日として、当社

100％出資の連結子会社である株式会社富士ボルト製作所が保有する、株式会社富士機材の株

式全部を吸収分割（以下、「本吸収分割」）により当社に承継させることを決議いたしました。これに

より株式会社富士機材は当社の 100％子会社となります。また、同日を効力発生日として、当社に

株式会社富士機材を吸収合併（以下、「本吸収合併」）することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

なお、本吸収分割および本吸収合併は、それぞれ 100％出資の子会社との組織再編であるた

め、いずれも開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

I. 本吸収分割および本吸収合併の背景と目的 

株式会社富士機材は、工事管理会社として耐震補強等の工事実績を重ねてまいりましたが、

耐震補強工事の需要が一巡した状況において、今後も持続的な成長を果たすべく、経営の一

層の効率化および一体的な営業体制を整備し、当社製品の工事受注に注力するため、本吸収

分割および本吸収合併をすることといたしました。 

 

II. 本吸収分割の内容 

１． 本吸収分割の要旨 

(１) 本吸収分割の日程 

取締役会決議日 2020年 10月 30日 

吸収分割契約書締結日 2020年 10月 30日 

実施予定日（効力発生日） 2021年 1 月 1 日（予定） 

（注）本吸収分割は、承継会社である当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定

する簡易分割であり、分割会社である株式会社富士ボルト製作所においては会

社法第 784 号第 2 項に規定する略式分割であるため、それぞれ吸収分割契約

承認株主総会を開催いたしません。 

 



 

 

(２) 本吸収分割の方式 

株式会社富士ボルト製作所を分割会社とし、当社を分割承継会社とする吸収分割

（簡易吸収分割）です。 

 

(３) 本吸収分割に係る割当ての内容 

本吸収分割は、当社と当社 100％出資の連結子会社との間で行われるため、本吸収

分割に際して、株式その他の金銭等の割当てはありません。 

 

(４) 本吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

株式会社富士ボルト製作所は、新株予約権または新株予約権付社債を発行しており

ません。 

 

(５) 本吸収分割により増減する資本金 

当社に増減すべき資本金はありません。 

 

(６) 承継会社が承継する権利義務 

当社は、株式会社富士ボルト製作所が保有する株式会社富士機材の株式全部を承

継いたします。 

 

(７) 債務履行の見込み 

本吸収分割において、当社が負担すべき債務の履行の見込みに問題はないものと

判断しております。 

 

２． 本吸収分割の当事会社の概要（2019年 12月 31日現在） 

(１) 商号 岡部株式会社 

（承継会社） 

株式会社富士ボルト製作所 

（分割会社） 

(２) 設立年月日 1944年 2月 1日 1952年 3月 6日 

(３) 本店所在地 東京都墨田区押上二丁目 8番 2号 東京都墨田区押上二丁目 8番 2号 

(４) 代表者 代表取締役社長 廣渡 眞 代表取締役社長 河瀬 博英 

(５) 資本金 6,911百万円 18百万円 

(６) 発行済株式総数 53,790,632株 36,000株 

(７) 決算期 12月 31日 同左 

(８) 大株主および 

持株比率 

小林産業㈱ 

㈱みずほ銀行 

㈱三菱 UFJ銀行 

日本マスタートラスト信

託銀行㈱（信託口） 

日本生命保険相互会社 

10.60％ 

4.98％ 

4.33％ 

4.05％ 

 

2.78％ 

岡部㈱            100％ 

（注） 1.岡部株式会社は、自己株式（3,865,030株）を保有しており、上記大株主から除外しております。 

    2.岡部株式会社の持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 



 

 

(９) 直前事業年度の 

財政状態および経営成績 
2019年 12月期（連結） 2019年 12月期（単体） 

純資産 57,869百万円 △194百万円 

総資産 88,652百万円 1,625百万円 

1株当たり純資産 1,161.31円 △5,406.28円 

売上高 65,409百万円 1,117百万円 

営業利益 5,294百万円 57百万円 

経常利益 5,619百万円 66百万円 

当期純利益 3,342百万円 57百万円 

1株当たり当期純利益 67.07円 1,595.62円 

（注） １.岡部㈱の当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。 

 

３． 本吸収分割により承継する事業部門の概要 

(１) 承継する部門の事業内容 

本吸収分割は、株式会社富士ボルト製作所が保有する100％子会社である株式会社

富士機材の株式全部を岡部株式会社に承継するものであって、事業部門の承継は行

われません。 

 

(２) 承継する資産、負債の項目および金額（2019年 12月 31日現在） 

流動資産 ― 流動負債 ― 

固定資産 20百万円 固定負債 ― 

資産合計 20百万円 負債合計 ― 

 

４． 本吸収分割後の当社の状況 

本吸収分割による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金、

決算期の変更はありません。 

 

III. 本吸収合併の内容 

１． 本吸収合併の要旨 

(１) 本吸収合併の日程 

取締役会決議日 2020年 10月 30日 

吸収合併契約書締結日 2020年 10月 30日 

実施予定日（効力発生日） 2021年 1 月 1 日（予定） 

（注）本吸収合併は、当社においては会社法第 796条第 2項に規定する簡易合併で

あり、株式会社富士機材においては会社法第 784 号第 1 項に規定する略式合

併であるため、それぞれ吸収合併契約承認株主総会を開催いたしません。 

 

(２) 本吸収合併の方式 

当社を存続会社とし、株式会社富士機材を消滅会社とする吸収合併方式で、株式会

社富士機材は解散いたします。 



 

 

 

(３) 本吸収合併に係る割当ての内容 

本吸収合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

 

(４) 本吸収合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

株式会社富士機材は、新株予約権または新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

２． 本吸収合併の当事会社の概要（2019年 12月 31日現在） 

(１) 商号 株式会社富士機材（消滅会社） 

(２) 設立年月日 2005年 2月 2日 

(３) 本店所在地 東京都墨田区押上二丁目 8番 2号 

(４) 代表者 代表取締役社長 河瀬 博英 

(５) 資本金 20百万円 

(６) 発行済株式総数 400株 

(７) 決算期 12月 31日 

(８) 大株主および持株比率 株式会社富士ボルト製作所            100％ 

（2021 年 1 月 1 日時点で、親会社は岡部株式会社、

持株比率は 100％の予定です） 

(９) 直前事業年度の財政状態 

および経営成績 
2019年 12月期（単体） 

純資産 150百万円 

総資産 311百万円 

1株当たり純資産 376,458.83円 

売上高 741百万円 

営業利益 29百万円 

経常利益 29百万円 

当期純利益 19百万円 

1株当たり当期純利益 48,793.66円 

 

３． 本吸収合併後の当社の状況 

本吸収合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金、

決算期の変更はありません。 

 

IV. 今後の見通し 

本吸収分割および本吸収合併による当社の連結業績への影響は軽微であります。 

  



 

 

 

（ご参考）本組織再編の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

岡部 
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富士ボルト製作所 
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富士機材 

岡部 

100% 100% 

富士ボルト製作所 富士機材 

 

岡部 

旧富士機材 

※富士機材は消滅 

100% 

富士ボルト製作所 

現状 本吸収分割後 本吸収合併後 


