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会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 

 
 当社は本日開催の取締役会において、平成 25 年４月１日を効力発生日として、スチールコー

ド製造事業および産業用機械製造事業を会社分割によって新たに設立する東綱スチールコード

株式会社および東綱機械株式会社にそれぞれ承継することを決議いたしましたので下記の通り

お知らせいたします。 
 なお、本会社分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開

示しております。 

 
記 

 
１．会社分割の目的 

当社の自動車用タイヤの補強材や太陽光発電用関連製品を事業の柱とするスチールコー

ド事業は、グローバル化が進展する中、欧州危機など世界的な経済低迷の影響を受け、供

給過剰かつ大幅な価格下落に晒されております。 
当社は、急激な収益悪化に陥ったスチールコード事業の構造改革を進めてまいりました

が、この度その一環として、同事業の生産部門を新設分割により分社化することに致しま

した。これにより意思決定の迅速化、コスト競争力の強化等を図るとともに、今後より一

層機動的・効率的に対応できるよう体制を整え、引き続き厳しい経営環境が続く中で勝ち

残るため早期の構造改革実現を目指してまいります。 
 
２．会社分割の要旨 
 (1) 分割の日程 
   取締役会における承認決議   平成 25 年２月８日 
   分割期日（効力発生日）    平成 25 年４月１日 
   ※本会社分割は、会社法第 805 条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため株主総会の

承認を得ることなく行います。 

 
 (2) 分割方式 
   当社を分割会社とし、新たに設立する東綱スチールコード株式会社および東綱機械株式会

社を承継会社とする簡易新設分割です。 

 
 (3) 分割に係る株式の割当て 
   新設会社が本分割に際し、発行する普通株式は下記の通り全て当社に割り当てられます。 

東綱スチールコード株式会社   ３，０００株 
東綱機械株式会社        １，０００株 



 (4) 分割により減少する資本金 
   本分割による資本金の減少はありません。 

 
(5) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 
  当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 
 (6) 新設会社が承継する権利義務 
   スチールコード製造事業および産業用機械製造事業を遂行する上で必要と判断される当該

事業に係る資産、負債、契約上の地位その他の権利義務を承継いたします。 

    
 (7) 債務履行の見込み 
   効力発生日以降における当社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みに

問題がないものと判断しております。 

 
３．分割当事者の概要 

（１）分割会社（平成 24 年９月 30 日現在） 

1) 商号 東京製綱株式会社 

2) 事業内容 ワイヤロープ、ワイヤ、スチールコード、炭素繊維複合材ケー

ブル、各種産業機械、金属繊維の製造および販売、道路安全施

設、および環境対策製品、橋梁・吊橋構造物などの設計・施工。

3) 設立年月日 明治 20 年 4 月 

4) 本店所在地 東京都中央区日本橋 3 丁目 6 番 2 号 

5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 蔵重新次 

6) 資本金 150 億 7,416 万円 

7) 発行済株式総数 162,682,420 株 

8) 決算期 3 月 31 日 

新日鐵住金㈱ 7.92% 

㈱ハイレックスコーポレーション 2.75% 

東京ロープ共栄会 2.48% 

横浜ゴム㈱ 1.84% 

9) 大株主及び持株比率 

CBHK-KDS-WOORI 1.78% 

 
（２）新設分割設立会社（平成 25 年４月１日設立時（予定）） 

1) 商号 東綱スチールコード株式会社 東綱機械株式会社 

2) 事業内容 スチールコード製造事業 各種産業機械製造事業 

3) 設立年月日 平成 25 年 4 月 1 日（予定） 平成 25 年 4 月 1 日（予定） 

4) 本店所在地 岩手県北上市北工業団地 7 番 1 号 岩手県北上市北工業団地２番１６号 

5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 萩原良仁 代表取締役社長 萩原良仁 

6) 資本金 3 億円 1 億円 

7) 発行済株式総数 3,000 株 1,000 株 

8) 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

9) 大株主及び持株比率 当社（分割会社） 100% 当社（分割会社） 100％ 

 



４．分割会社の最近 3 連結会計年度の業績 

 東京製綱株式会社 

連結会計年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

売上高              （百万円） 48,020 48,428 48,463

営業利益             （百万円） 872 1,238 △754

経常利益                （百万円） 711 1,137 △582

当期純利益              （百万円） 659 △558 △3,713

1 株あたり当期純利益        （円） 4.51 △3.83 △25.58

1 株あたり年間配当金        （円） 91,355 92,261 88,356

1 株あたり純資産            （円） 40,056 39,068 36,116

 
5．分割する事業部門の概要 
 （１）分割する部門の事業内容 
    当社のスチールコード製造事業を東綱スチールコード株式会社に、産業用機械製造事業

を東綱機械株式会社にそれぞれ分割承継させます。 

 
 （２）分割する部門の経営成績（平成 24 年 3 月期実績） 

 スチールコード

製造事業（a） 
産業用機械製造

事業（ｂ） 
当社実績（ｃ） 

比率 
（a/c） 

比率 
（b/c）

売上高（百万円） 13,030 5,375 48,463 26.9％ 11.1％

  
（３）分割する資産の項目及び金額（平成 25 年４月１日予定） 

  ①東綱スチールコード株式会社 

資産 負債 

項目 帳簿価格 （百万円） 項目 帳簿価格 （百万円）

流動資産 1,793 流動負債 140

固定資産 247 固定負債 1,300

合計 2,040 合計 1,440

 
  ②東綱機械株式会社 

資産 負債 

項目 帳簿価格 （百万円） 項目 帳簿価格 （百万円）

流動資産 317 流動負債 26

固定資産 9 固定負債 200

合計 326 合計 226

 （注）上記は平成 24 年 12 月 31 日現在の数値をもとにしておりますので、分割によって実際

に譲渡する金額とは異なることとなります。 

 
６．分割後の上場会社の状況 
  本店所在地、資本金、決算期の変更はありません。 

   
 
 



７．今後の見通し 
 承継会社は当社グループの完全子会社となるため、本分割が連結業績に与える影響はありませ

ん。 

 
以上 

 

 


