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2021年５月 27日  

各 位 

会 社 名 日 立 金 属 株 式 会 社 

代表者名 執行役会長 兼 執行役社長 
西山 光秋 

  (コード番号 5486 東証第一部) 

 問合わせ先 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 坪内 泉 

                         (TEL.03-6774-3077) 
 

（訂正）「国内営業体制の再編に関するお知らせ（完全子会社の事業部門を 

承継させる会社分割（簡易吸収分割））」の一部訂正について 
 

当社が、2021年５月26日に開示した「国内営業体制の再編に関するお知らせ（完全子会社の事業部門を承

継させる会社分割（簡易吸収分割））」について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

訂正内容 

訂正箇所：Ⅱ．営業部門等吸収分割について 

２．営業部門等吸収分割の当事会社の概要 

（訂正前） 

２．営業部門等吸収分割の当事会社の概要 

 
 

吸収分割会社 

（日立金属商事） 

吸収分割承継会社 

（当社） 

(1) 名称 日立金属商事株式会社 日立金属株式会社 

(2) 所在地 東京都港区港南一丁目２番 70 号 東京都港区港南一丁目２番 70 号 

(3) 代表者の役職・氏名 
代表取締役 取締役社長 

瀬尾 武久 

代表執行役 執行役会長兼社長 

西山 光秋  

(4) 事業内容 
特殊鋼製品、素形材製品、磁性材料・ﾊﾟ

ﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、電線材料の販売 

特殊鋼製品、素形材製品、磁性材料・ﾊﾟ

ﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、電線材料の製造と販売 

(5) 資本金 350 百万円（2021 年３月末日現在） 26,284 百万円（2021 年３月末日現在） 

(6) 設立年月日 1950 年４月 1956 年４月 

(7) 発行済株式数 7,383,200 株（2021 年３月末日現在） 428,904,352 株（2021 年３月末日現在） 

(8) 決算期 ３月末日 ３月末日 

(9) 大株主及び持株比率 
日立金属株式会社 100％ 

（2021 年３月末日現在） 

株式会社日立製作所 53.4％ 

（2021 年３月末日現在） 

(10) 吸収分割会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態（2021年３月期、日本基準） 

 純資産 18,449百万円  

 総資産 52,153百万円  

 １株当たり純資産 2,498円  

 売上高 112,812百万円  

 営業利益 2,009百万円  

 経常利益 2,125百万円  

 当期純利益 1,018百万円  

 １株当たり当期純利益(円) 137円  

(11) 吸収分割承継会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態（2021年３月期、連結・IFRS） 

 資産合計 972,249百万円  

 資本合計 492,118百万円  

 １株当たり親会社株主持分 1,145.26円  

 売上収益 761,615百万円  

 調整後営業利益* △4,977百万円  

 税引前当期利益 △50,588百万円  

 親会社株主に帰属する当期利益 △42,285百万円  

 基本的１株当たり当期利益(円) △98.90円  
*調整後営業利益は、売上収益から、売上原価並びに販売費及び一般管理費の額を減算して算出した指標です。 
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（訂正後） 

２．営業部門等吸収分割の当事会社の概要 

 
 

吸収分割会社 

（日立金属商事） 

吸収分割承継会社 

（当社） 

(1) 名称 日立金属商事株式会社 日立金属株式会社 

(2) 所在地 東京都港区港南一丁目２番 70 号 東京都港区港南一丁目２番 70 号 

(3) 代表者の役職・氏名 
代表取締役 取締役社長 

瀬尾 武久 

代表執行役 執行役会長兼社長 

西山 光秋  

(4) 事業内容 
特殊鋼製品、素形材製品、磁性材料・ﾊﾟ

ﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、電線材料の販売 

特殊鋼製品、素形材製品、磁性材料・ﾊﾟ

ﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、電線材料の製造と販売 

(5) 資本金 350 百万円（2021 年３月末日現在） 26,284 百万円（2021 年３月末日現在） 

(6) 設立年月日 1950 年９月 1956 年４月 

(7) 発行済株式数 7,383,200 株（2021 年３月末日現在） 428,904,352 株（2021 年３月末日現在） 

(8) 決算期 ３月末日 ３月末日 

(9) 大株主及び持株比率 
日立金属株式会社 100％ 

（2021 年３月末日現在） 

株式会社日立製作所 53.4％ 

（2021 年３月末日現在） 

(10) 吸収分割会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態（2021年３月期、日本基準） 

 純資産 18,449百万円  

 総資産 52,153百万円  

 １株当たり純資産 2,498円  

 売上高 112,812百万円  

 営業利益 2,009百万円  

 経常利益 2,125百万円  

 当期純利益 1,018百万円  

 １株当たり当期純利益(円) 137円  

(11) 吸収分割承継会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態（2021年３月期、連結・IFRS） 

 資産合計 972,249百万円  

 資本合計 492,118百万円  

 １株当たり親会社株主持分 1,145.26円  

 売上収益 761,615百万円  

 調整後営業利益* △4,977百万円  

 税引前当期利益 △50,588百万円  

 親会社株主に帰属する当期利益 △42,285百万円  

 基本的１株当たり当期利益(円) △98.90円  
*調整後営業利益は、売上収益から、売上原価並びに販売費及び一般管理費の額を減算して算出した指標です。 

 

 訂正箇所：Ⅲ．日立金属商事から日立金属工具鋼への事業部門吸収分割および特約店等への譲渡について 

１．日立金属商事から日立金属工具鋼へ承継させる事業部門の概要 

（３）吸収分割後の状況 

（訂正前） 

吸収分割承継会社（日立金属工具鋼） 

① 名 称 日立金属工具鋼株式会社 

② 所 在 地 東京都港区港南一丁目２番 70号 

③ 代表者の役職・氏名 代表執行役 執行役会長兼社長 小林 史人 

④ 事 業 内 容 特殊鋼等の販売、熱処理、加工 

⑤ 資 本 金 100百万円（2021年３月末日現在） 

⑥ 決 算 期 ３月末日 

（訂正後） 

吸収分割承継会社（日立金属工具鋼） 

① 名 称 日立金属工具鋼株式会社 

② 所 在 地 東京都港区港南一丁目２番 70号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 取締役社長 小林 史人 

④ 事 業 内 容 特殊鋼等の販売、熱処理、加工 

⑤ 資 本 金 100百万円（2021年３月末日現在） 

⑥ 決 算 期 ３月末日 

以上 
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