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会社分割（簡易吸収分割）による子会社への事業承継並びに当該子会社の株式譲渡に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会決議に基づき、当社グループのミラー事業を SMR 社に売却することを決定い

たしました。本件は、①ミラー事業の中長期の発展基盤を確立すること、並びに、②当社グループがライティング

事業に選択と集中を図ること、を目的としております。（詳細については以下をご参照ください） 

事業売却の方法としては、当社の自動車用ミラーの設計、開発、製造及び販売に関する事業並びに当社の中

国のミラー事業を営む特定子会社である市光（無錫）汽車零部件有限公司の出資持分（以下、「本事業」といい

ます。）を当社の国内ミラー事業子会社である美里工業株式会社（以下、「美里工業」といいます。）に吸収分割

した後、当社が有する美里工業の株式を Samvardhana Motherson International Limited のグループ会社（以

下、総称して「マザーソン・グループ」といいます。）である SMR Automotive Mirrors UK Limited に売却することで

実現いたします。(注) 

なお、簡易吸収分割につきましては、100%子会社に事業部門を承継させる会社分割であるため、開示事項・

内容を一部省略して開示しています。 
（注）SMR Automotive Mirrors UK Limited は、Samvardhana Motherson International Limited（旧称 Motherson Sumi 

Systems Limited, India (“MSSL”)）から Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (“SMRPBV”)を通して株式

保有されており、間接子会社の位置づけにあります。 

 

【１】会社分割（簡易吸収分割）による子会社への事業承継 

１．会社分割の目的 

当社のミラー事業並びに中国のミラー事業子会社の出資持分からなる「本事業」を会社分割（吸収分割）

の方法により分割し、当社の 100%子会社である美里工業に承継させることで、「本事業」の分社化を実現す

ることを目的としております。また、その後、当社の保有する美里工業の全株式を SMR Automotive Mirrors 

UK Limited に売却することで、「本事業」を売却いたします。併せて、アセアン（タイとマレーシア）における自

動車用ミラーの製造及び販売に関する事業もマザーソン・グループに譲渡を予定しております。 

当社は、「本事業」の売却により、「本事業」を営む美里工業が、グローバルな対応力や、次世代電子ミラ

ー等の新製品開発能力の強化を図り、中長期的な発展を狙う基盤を築くことができるものと認識しておりま

す。同時に、当社グループは、残るライティング事業等への選択と集中を進め、限られた経営資源を重点配

分していくことで、更に強い競争力を確保して参ります。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

取締役会決議日 2022 年９月 26 日 

契約締結日 2022 年９月 26 日 

実施予定日（効力発生日） 2023 年３月１日（予定） 

 (注)当該吸収分割は、会社法第７８４条第２項の規定に基づき株主総会の承認を要しないため、取締

役会決議により実施します。 

 

（２）会社分割の方式 

当社を分割会社とし、当社の完全子会社である美里工業を承継会社とする吸収分割（簡易分割）方式

です。 

 

（３）会社分割に係る割当ての内容 

承継会社の株式は全て当社が保有しており、当該吸収分割による新たな割当てはありません。 

 

（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 

分割会社である当社は、新株予約権並びに新株予約権付社債を発行しておりません。 



 

（５）会社分割により増減する資本金 

当該吸収分割による当社の資本金の増減はございません。 

 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

効力発生日における承継対象事業に関わる資産、債務、契約その他の権利義務について、2022 年９

月 26 日付の吸収分割契約書に定めたものを承継いたします。 

なお、債務の承継は、全て免責的債務引受けの方法によります。 

 

（７）債務履行の見込み 

承継会社の負担すべき債務の履行に支障をきたすような事態は認識されておりません。 

 

３．会社分割の当事会社の概要 

 

  分割会社 承継会社 

（１） 名称 市光工業株式会社 美里工業株式会社 

（２） 所在地 神奈川県伊勢原市板戸８０番地 群馬県藤岡市藤岡１３６０番地 

（３） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 CEO 

ヴィラット クリストフ 

代表取締役社長 

都丸 重雄 

（４） 事業内容 

自動車用電装品（ランプ類）、ミラー

類、その他自動車用品・開発製品

の製造販売 

トラックのサイドミラーやサイドターン

ランプ等の製造 

（５） 資本金 8,986 百万円 95 百万円 

（６） 設立年月日 1939 年 12 月 20 日 1978 年 10 月 6 日 

（７） 発行済株式数 96,292,401 株 190,000 株 

（８） 決算期 12 月 12 月 

（９） 従業員数 （単体）2,698 （単体）9 

（10） 主要取引先 
トヨタ自動車株式会社 

日産自動車株式会社、ほか 
市光工業株式会社 

（11） 主要取引銀行 みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行 ― 

（12） 大株主及び持株比率 ヴァレオ・バイエン 61% 市光工業株式会社 100% 

（13） 当事会社間の関係  

 資本関係 承継会社は分割会社の１００％子会社 

 人的関係 承継会社役員は分割会社からの派遣（兼務） 

 取引関係 承継会社の従業員は分割会社のミラー製造所の事業活動に従事 

 関連当事者への 

該当状況 
該当 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 
市光工業株式会社（連結） 美里工業株式会社（単体） 

2019/12 期 2020/12 期 2021/12 期 2019/12 期 2020/12 期 2021/12 期 

 純資産 45,405 44,544 49,402 852 858 752 

 総資産 109,813 109,634 112,521 1,348 1,277 787 

 １株当たり純資産(円) 460.23 453.15 507.71 4,488 4,516 3,957 

 売上高 133,053 113,859 125,510 2,180 1,411 297 

 営業利益 6,440 2,468 5,562 40 5 35 

 経常利益 7,363 5,048 6,506 43 10 36 

 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
5,214 2,857 3,983 27 5 △106 

 １株当たり当期純利益(円) 54.26 29.73 41.44 141.40 28.32 △558.95 

 １ 株 当 た り 配当金(円) 7.00 3.50 7.00 - - - 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

(注)美里工業は、2021 年 1 月にサイドターンランプの成形・組立に係る事業を市光工業に移管したほか、2021 年 4 月

1 日付にてインナーミラーの成形・組立に係る事業及びプロジェクターレンズの成形に係る事業を会社分割（吸収

分割）の方法によりサプライヤー企業に承継しております。 



〔分割する事業部門の概要〕 

（１）分割する部門の事業内容 

当社の自動車用ミラーの設計、開発、製造及び販売に関する事業並びに中国ミラー事業子会社である

市光（無錫）汽車零部件有限公司の出資持分 

 

（２）分割する部門の経営成績 

決算期 
（単位：百万円） 

2019/12 期 2020/12 期 2021/12 期 

 売上高  18,315 13,083 13,061 

（注）（３）に記載の市光（無錫）汽車零部件有限公司の出資持分に関わる経営成績は含んでおりませ

ん。 

 

（３）分割する事業部門に含まれる出資持分の明細 

分割する資産には中国ミラー事業子会社である市光（無錫）汽車零部件有限公司の出資持分が含ま

れており、分割対象持分並びに会社概要は以下のとおりです。 

 

（i）市光（無錫）汽車零部件有限公司の出資持分 

（１） 分割前の所有出資持分割合 １００％ 

（２） 分割対象持分割合 １００％ 

（３） 分割後の出資持分割合 なし 

 

（ii）市光（無錫）汽車零部件有限公司の概要 

（１） 名称 市光（無錫）汽車零部件有限公司 

（２） 所在地 中国江蘇省無錫市国家新呉区薛典北路 69 号 

（３） 代表者の役職・氏名 総経理 シュ プリン 

（４） 事業内容 ミラー類、その他自動車用品・開発製品の製造販売 

（５） 資本金 7 百万ドル 

（６） 設立年月日 2003 年 7 月 1 日 

（７） 大株主及び持株比率 市光工業株式会社 100% 

（８） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 市光工業株式会社の１００％子会社 

人的関係 役員は市光工業株式会社からの派遣（兼務）あり 

取引関係 
市光工業株式会社による営業、生産のサポート、部品・

原材料の購買取引など 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2019/12 期 2020/12 期 2021/12 期 

 純資産 2,389 2,520 2,929 

 総資産 4,445 4,595 5,096 

 １株当たり純資産 -円 -円 -円 

 売上高 4,785 4,367 5,309 

 営業利益 △112 93 51 

 経常利益 △113 159 74 

 当期純利益 △102 103 33 

 １株当たり当期純利益 -円 -円 -円 

 １株当たり配当金 -円 -円 -円 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 

  



（４）分割又は承継する資産、負債の項目及び帳簿価格 

１．資産 

(1)流動資産  2,904 百万円 

(2)固定資産  4,881 百万円 

２．負債 

(1)流動負債  3,276 百万円 

(2)固定負債  1,398 百万円 

（注）2021 年 12 月末現在の帳簿価格。会社分割の効力発生日は 2023 年３月１日を予定しており、

帳簿価格は変動することが見込まれます。 

 

４．会社分割後の状況 

  分割会社 

（１） 名称 市光工業株式会社 

（２） 所在地 神奈川県伊勢原市板戸８０番地 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO ヴィラット クリストフ 

（４） 事業内容 自動車用電装品（ランプ類）、その他自動車用品・開発製品の製造販売 

（５） 資本金 8,986 百万円 

（６） 決算期 12 月 

 

〔吸収分割承継会社の概要〕 

  承継会社 

（１） 名称 美里工業株式会社 

（２） 所在地 群馬県藤岡市藤岡１３６０番地 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 都丸 重雄 

（４） 事業内容 ミラー類、その他自動車用品・開発製品の製造販売 

（５） 資本金 95 百万円 

（６） 決算期 12 月 

 

 

【２】子会社の株式譲渡 

１．株式譲渡の理由 

上記【１】に記載のとおり、当社のミラー事業並びに中国のミラー事業子会社の出資持分からなる「本事業」

を承継した美里工業の全株式をマザーソン・グループに売却することで、「本事業」の売却を実現するもの。 

 

  



２．異動する子会社の概要 

①美里工業株式会社 

（１） 名称 美里工業株式会社 

（２） 所在地 群馬県藤岡市藤岡１３６０番地 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 都丸 重雄 

（４） 事業内容 ミラー類、その他自動車用品・開発製品の製造販売 

（５） 資本金 95 百万円 

（６） 設立年月日 1978 年 10 月 6 日 

（７） 大株主及び持株比率 市光工業株式会社 100% 

（８） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 市光工業株式会社の１００％子会社 

人的関係 役員は市光工業株式会社からの派遣（兼務） 

取引関係 
従業員は市光工業株式会社のミラー製造所の事業活動

に従事 

（９） 当該会社の最近３年間の     経営成績及び     財政状態 

決算期 2019/12 期 2020/12 期 2021/12 期 

 純資産 852 858 752 

 総資産 1,348 1,277 787 

 １株当たり純資産 4,488 円 4,516 円 3,957 円 

      売上高 2,180 1,411 297 

      営業利益 40 5 35 

      経常利益 43 10 36 

      当期純利益 27 5 △106 

 １株当たり当期純利益 141.40 円 28.32 円 △558.95 円 

 １株当たり配当金 - - - 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

（注）上記資産に【１】会社分割（吸収分割）による子会社への事業承継にて記載した資産が追加されます。 

 

②市光（無錫）汽車零部件有限公司 

会社分割後の美里工業に当社出資持分が含まれるため、美里工業株式譲渡により、特定子会社の異

動が生じます。会社概要は上部に記載のとおりです。 

 

３．株式譲渡の相手先の概要 

（１） 名称 SMR Automotive Mirrors UK Limited 

（２） 所在地 

Castle Trading Estate, East Street 

PO16 9SD, Portchester 

United Kingdom 

（３） 代表者の役職・氏名 Rajat Jain, Director 

（４） 事業内容 後方確認ミラーの製造販売 

（５） 資本金 2 英ポンド 

（６） 設立年月日 2000 年 1 月 11 日 

（７） 純資産 14,112 千ユーロ 

（８） 総資産 48,652 千ユーロ 
（９） 大株主及び持株比率 SMR Automotive Mirrors Parts and Holding UK Ltd. 100% 

（10） 
上場会社と 

当該会社の関係 

資本関係 なし 

人的関係 なし 

取引関係 なし 

関連当事者へ

の該当状況 
なし 

 

  



４．株式の明細 

（１）美里工業株式会社の株式 

（１） 異動前の所有株式数 

190,000 株 

（議決権の数：190 個） 

（議決権所有割合：１００％） 

（２） 売却株式数 
190,000 株 

（議決権の数：190 個） 

（３） 売却価額 
企業価値を 5,200 百万円とし、株式譲渡までの資産及び負債の金額変動

等により調整される予定です。 

（４） 異動後の所有株式数 なし 

 

 

５．日 程 

（１） 取締役会決議日 2022 年９月 26 日 

（２） 契約締結日 2022 年９月 26 日 

（３） 株式譲渡実行日 2023 年５月１日（予定） 

 

 

【３】アセアンミラー事業の事業譲渡（予定）について 

１．事業譲渡（予定）の理由 

上記【１】に記載のとおり、アセアン（タイとマレーシア）における自動車用ミラーの製造及び販売に関する

事業について、マザーソン・グループに事業譲渡を予定するもの。 

 

２．事業譲渡（予定）の概要 

（１）アセアンミラー事業部門の内容 

1)タイ 

 売上高   1,019 百万円 

 譲渡予定固定資産  25 百万円 

 

2)マレーシア 

 売上高   29 百万円 

 譲渡予定固定資産  4 百万円 

 

（２）譲渡価額及び決済方法 

譲渡価格：譲渡対象資産の簿価 

決済方法：現金による 

 

３．相手先の概要 

SMR Automotive System (Thailand) Limited 

 

４．日 程 

事業譲渡契約締結日、事業譲渡効力発生日は未定であります。 

 

【４】今後の見通し 

今後、マザーソン・グループへの完全移転が完了するまでの間、サポート契約を締結するなど、スムース

な事業の移行を進めてまいります。 

当期の業績予想については、（参考１）のとおりであり、2022 年 5 月 12 日公表の数値からの変更はござ

いません。なお、本事業の売却が収支に与える影響は 2023 年 12 月期に顕在化する見込みでありますが、

その数値は未定です。 

以 上 

 

  



（参考１）当期連結業績予想（2022 年５月１2 日公表）及び前期連結実績           (単位：百万円) 

 

連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に帰

属する当期純利

益 

当期連結業績予想 

（2022 年 12 月期） 
134,400 5,800 6,900 5,100 

前期連結実績 

（2021 年 12 月期） 
125,510 5,562 6,506 3,983 

 

（参考２） 

 本日、買収企業グループである Samvardhana Motherson International Limited は、以下の通り会社分割後の

美里工業（市光工業のミラー事業承継後）と市光（無錫）汽車零部件有限公司の IFRS に基づく内部取引控除後

の売上高と EBITDA を開示しておりますので、お知らせいたします。 

なお、当社の開示している情報は日本基準に基づくものであり適用される会計基準に相違があります。 

  (単位：十億円) 

IFRS に基づく数値 2019/12 期 2020/12 期 2021/12 期 

売上高 22.0 15.5 15.8 

EBITDA 2.3 1.1 1..3 

 


