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連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社のフラットパネルディスプレイ装置（以下、「FPD 装置」）事業
を会社分割（簡易吸収分割）により、当社の連結子会社である JSW IT サービス株式会社（以下、「JISCO」）に
承継させることを決議しましたので、お知らせいたします。
なお、本吸収分割は、当社と当社の 100％子会社を当事者とする再編であるため、開示事項・内容を一部
省略して開示しております。
記
１. 再編の目的
当社は、2021 年４月 27 日付「当社グループ内の組織再編方針の決定に関するお知らせ」にてお知らせし
ましたとおり、当社横浜製作所を中心とするグループ内の組織再編についての方針（以下、「本方針」）を決
定し、検討を進めてまいりました。
本方針に基づく検討の結果、当社は FPD 装置事業を会社分割（簡易吸収分割）により JISCO へ承継する
ことを決定し、これにより FPD 装置の製造・販売とサービスを一体化することで事業の効率化を図り、事業領
域の拡大を目指してまいります。
２.本吸収分割の要旨
（１）本吸収分割の日程
吸収分割決議取締役会
吸収分割契約締結
分割期日（効力発生日）

：2021 年７月 27 日
：2021 年７月 27 日
：2021 年 10 月１日（予定）

※本吸収分割は、当社においては会社法第 784 条第２項に規定する簡易吸収分割であり、JISCO においては会
社法第 796 条第１項に規定する略式吸収分割であるため、それぞれの株主総会による承認は省略いたします。

（２）吸収分割の方式
当社を分割会社とし、JISCO を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。
（３）吸収分割による割当て
本吸収分割による株式その他金銭等の割当てはありません。
（４）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
該当事項はありません。
（５）吸収分割により減少する資本金
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本吸収分割による当社の資本金の減少はありません。
（６）承継会社が承継する権利義務
効力発生日における当社の FPD 装置事業に関する資産、負債、契約およびこれらに付随する権利義務
のうち、吸収分割契約書において定めるものを承継します。
（７）債務履行の見込み
当社は、本吸収分割により当社および承継会社が負担すべき債務について、その履行に問題はないと
判断しております。
３．会社分割の当事会社の概要（2021 年３月 31 日現在）
分割会社

承継会社

（１）商号

株式会社日本製鋼所

JSW IT サービス株式会社

（２）本店所在地

東京都品川区大崎一丁目 11 番１号 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁
目２番地１

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 宮内直孝

代表取締役社長 町田政志

（４）事業内容

各種樹脂製造・加工機械、射出成

FPD 装置の修理、改造、メンテナン

形機、鉄鋼製品等の製造・販売ほ

ス及び部品販売ほか

か
（５）資本金

19,758 百万円

110 百万円

（６）設立年月日

1950 年 12 月 11 日

2006 年５月２日

（７）発行済株式総数

74,359,182 株

2,000 株

（８）決算期

３月 31 日

３月 31 日

（９）大株主および持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株

株式会社日本製鋼所

式会社（信託口）

100％

13.08％

株式会社日本カストディ銀行（信託
口）

8.75％

大樹生命保険株式会社

3.84％

株式会社三井住友銀行

2.99％

ビービーエイチ マシユーズ アジ
ア デイビデンド フアンド

2.82％

（１０）直前事業年度の財政状態および経営成績
2021 年３月期（連結）

2021 年３月期（単体）

純資産

141,985 百万円

3,422 百万円

総資産

316,249 百万円

4,736 百万円

1,908.76 円

1,711,491.04 円

売上高

198,041 百万円

6,016 百万円

営業利益

10,226 百万円

867 百万円

経常利益

10,724 百万円

872 百万円

親会社株主に帰属する

6,893 百万円

609 百万円

93.76 円

304,922.49 円

１株当たり純資産

当期純利益
1 株当たり当期純利益

（注）持株比率は、発行済株式総数から自己株式（803,655 株）を控除して計算しております。

４．分割承継させる事業部門の概要
（１）分割承継させる部門の事業内容
FPD 装置事業
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（２）分割承継させる部門の経営成績（2021 年３月期）
売上高：2,348 百万円
（３）分割承継させる資産および負債の金額
資産
項目

負債
帳簿価額

項目

帳簿価額

流動資産

2,616 百万円

流動負債

321 百万円

固定資産

1,160 百万円

固定負債

27 百万円

計

3,777 百万円

計

348 百万円

（注）上記金額は 2021 年３月 31 日時点の貸借対照表をもとに算出した見込み値であり、効力発生日におい
て変動する可能性があります。

５．本吸収分割後の状況
（１）分割会社の状況
本吸収分割による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本吸収分割の対象事業
を除く）、資本金、決算期の変更はありません。
（２）承継会社の状況
（１）商号

JSW アクティナシステム株式会社

（２）本店所在地

神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目 2 番地 1

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 谷川 貞夫

（４）事業内容

フラットパネルディスプレイ及び電子デバイス関連機器・装置の製造、販売、修
理、改造、移設、部品販売及びメンテナンス事業等

（５）資本金

110 百万円

（６）決算期

３月 31 日

（注）JSW IT サービス株式会社は、本吸収分割に伴い 2021 年 10 月１日付で商号を JSW アクティナシステム
株式会社に変更する予定です。
６．今後の見通し
本吸収分割が当期の当社連結業績に与える影響は軽微です。
なお、2021 年４月 27 日付「当社グループ内の組織再編方針の決定に関するお知らせ」にてお知らせしまし
た当社横浜製作所を中心とするグループ内の組織再編のうち、本吸収分割以外の組織再編については、引
き続き検討を進めてまいります。
以上
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