
 

2022 年 12月 23日 

各 位 

          

会 社 名 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 藤原 正隆 

 (コード：9532 東証プライム市場) 

問合せ先 広報部長 宇田 徹 

 ( TEL. 06 － 6205 －4515  ) 

 

簡易吸収分割によるガス機器販売・施工業務の当社子会社への承継に伴う 

吸収分割契約締結に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会決議により、2023年 4月 1日(予定)に当社が営む家庭用ガス機器販売・施工事

業の一部を会社分割（簡易吸収分割）の方法によって、大阪ガスマーケティング株式会社(以下、「大阪ガスマ

ーケティング」または「承継会社」といいます。)に承継させることとし、2023 年 2 月 1 日付で両社の間で吸

収分割契約を締結することとなりましたので、下記の通りお知らせします(以下、この会社分割を「本件吸収分

割」といいます。)。 

 また、本件吸収分割は、当社の 100％子会社への会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示

しております。 

 

 

記 

 

 

１． 本件吸収分割の背景・目的 

家庭用ガス機器販売・施工業務の内、集合住宅を建設等されるお客さまと当社が、当社の販売店を介さず

直接契約し、ガス機器の販売や施工を実施する業務（以下、「直販業務」といいます。）を大阪ガスマーケテ

ィングに移管することを目的として、吸収分割契約（契約締結日：2022年 2月 1日、効力発生日：2023年

4月 1日）を同社と締結いたします。 

本件吸収分割後も、当社は、大阪ガスマーケティングと相互に連携し、各社の事業において提供価値を最

大化することで、企業価値向上を一層図ってまいります。 

  



２．本件吸収分割の要旨 

(１)本件会社分割の日程 

吸収分割契約の締結 取締役会(当社) 2022年 12月 23日 

吸収分割契約の締結 取締役会(承継会社) 2022年 12月 21日 

吸収分割契約の締結 2023年 2月 1日 

吸収分割契約の承認 臨時株主総会(承継会社) 2022年 12月 23日(予定) 

吸収分割効力発生日 2023年 4月 1日(予定) 

※本件吸収分割は、会社法第 784 条 2 項に規定する簡易吸収分割に該当するため、吸収分割に関する

株主総会の承認は不要となっております。 

 

(２)本件吸収分割の方式 

当社を分割会社とし、当社の 100％子会社である大阪ガスマーケティングを承継会社とする吸収分割

です。 

 

(３)本件吸収分割に係る割当ての内容 

本件吸収分割に際し、承継会社である大阪ガスマーケティングは、普通株式 1,000株を発行し、それ

らをすべて当社に対して割当て交付します。 

 

(４)本件吸収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)本件吸収分割により増減する資本金 

当社の資本金に増減はありません。 

 

(６)承継会社が承継する権利義務 

大阪ガスマーケティングは、当社との間で締結する 2023 年 2 月 1 日付の吸収分割契約の定めに従

い、当社が営む家庭用ガス機器販売・施工業務の内、直販業務に関して有する権利義務を効力発生日に

承継します。 

なお、本件吸収分割による大阪ガスマーケティングへの債務の承継については、免責的債務引受の方

法によるものとします。 

また、当社の既存の公募社債に係る債務等については、承継会社へ承継しません。 

 

(７)債務履行の見込み 

当社及び承継会社ともに、本件会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現

在のところ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないこと

から、本件吸収分割後における当社及び承継会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断して

おります。 

 

 

  



３．本件吸収分割の当事会社の概要 

 
 

分割会社 

(2022年 9月 30日現在) 

承継会社 

(2022年 9月 30日現在) 

(１) 商号 大阪瓦斯株式会社 大阪ガスマーケティング株式会社 

(２) 所在地 
大阪府大阪市中央区平野町 4丁目 1

番 2号 

大阪府大阪市中央区平野町 4丁目 1

番 2号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤原 正隆 代表取締役社長 植田 信一 

(４) 事業内容 
ガスの製造・供給・販売、LPGの販

売、電力の発電・販売 他 

ガス・電力・電気通信サービス・

ガス機器等機器・その他各種サー

ビスの販売 他 

(５) 資本金 132,166百万円 100百万円 

(６) 設立年月日 1897年 4月 10日 2019年 10月 1日 

(７) 発行済株式数 416,680,000株 2,000株 

(８) 決算期 3月 31日 3月 31日 

(９) 大株主及び持株比率 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社(信託口)      15.45% 

株式会社日本カストディ銀行(信託

口)             5.28% 

日本生命保険相互会社    3.24% 

株式会社三菱 UFJ銀行    2.69% 

株式会社りそな銀行     2.54% 

大阪瓦斯株式会社     100% 

(１０) 直近事業年度の経営成績及び財務状態(注) 

決算期 2022年 3月期(連結) 2022年 3月期 

純資産 1,284,132百万円 5,472百万円 

総資産 2,569,819百万円 13,459百万円 

1株当たり純資産 3,030.63円 2,736,432.80円 

売上高 1,586,879百万円 45,647百万円 

営業利益 94,905百万円 3,947百万円 

経常利益 110,464百万円 3,957百万円 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
128,256百万円 2,511百万円 

1株当たり当期純利益 308.48円 1,255,835.26円 

 

 

 

 

  



４．分割する事業部門の概要 

(１)分割する部門の事業内容 

家庭用ガス機器販売・施工業務の内、直販業務 

 

(２)分割する部門の経営成績(2022年 3月期) 

分割する部門の事業内容 
分割対象事業の 

売上高(a) 

当社単体の 

売上高(b) 

比率 

(a／b) 

家庭用ガス機器販売・ 

施工業務の内、直販業務 
4,657百万円 1,202,275百万円 0.4％ 

 

 

(３)分割する資産、負債の項目及び帳簿価格(2022年 3月 31日現在) 

資  産 負  債 

項目 金額 項目 金額 

流動資産 833百万円 流動負債 248百万円 

合 計 833百万円 合 計 248百万円 

(注)上記の金額は、2022 年 3月 31 日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、実際に承継される

金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となります。 

 

 

５．本件吸収分割後の状況(2023年 4月 1日現在(予定)) 

 分割会社 承継会社 

(１)商号 大阪瓦斯株式会社 大阪ガスマーケティング株式会社 

(２)所在地 
大阪府大阪市中央区平野町 4 丁

目 1番 2号 

大阪府大阪市中央区平野町 4 丁目

1番 2号 

(３)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤原 正隆 代表取締役社長 植田 信一 

(４)事業内容 
ガスの製造・販売、LPGの販売、

電力の発電・販売 他 

ガス・電力・電気通信サービス・ガ

ス機器等機器・その他各種サービ

スの販売 他 

(５)資本金 132,166百万円 100百万円 

(６)決算期 3月 31日 3月 31日 

 

 

６．今後の見通し 

本件会社分割が、当社の連結業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上 

 

 


