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平成 13 年７月２日 

各位 
     会社名    日本精工株式会社 
     代表者名   取締役社長 関谷 哲夫 
      (コード番号 6471 東証第１部) 

      問合せ先   執行役員総務部長 森田 靖彦 

      (TEL 03-3779-7111) 

 

会社の分割による福島工場の分社化のお知らせ 
 

 平成 13 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社は平成 13 年７月２日
を期して、下記のとおり当社の福島工場の事業を会社分割の方法により、エヌ
エスケー福島株式会社(新設会社)に承継することを決定いたしましたのでお知
らせいたします。 
 

記 
１.会社分割の目的 
   当社は、意思決定のスピードアップと経営効率化の向上を図り、事業毎 
  の収益責任を一層明確にするため、福島工場の事業を会社分割の方法によ 
  り、新設会社に承継することといたしました。 
 
２.会社分割の要旨 
 (1) 分割の日程 
   分割計画書承認取締役会 平成 13 年５月 23 日 
   分割期日   平成 13 年７月 ２日 
   分割登記   平成 13 年７月 ２日 
 (2) 分割方式 
 ① 分割方式 
   当社を分割会社とし、「エヌエスケー福島株式会社」を新設会社とする分 
  社型の新設分割(簡易分割)であります。 
 ② 当分割方式を採用した理由 
   新設会社の事業は、当社グループの中の重要な事業でありますので、分 
  社型の新設分割とし、新設会社は当社の完全子会社といたします。 
 (3) 株式の割当 
   新設会社が分割に際して発行する株式は、額面普通株式 12 万株(１株の 
  額面金額５万円)であり、その全株式を当社に割り当てることといたします。 
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 (4) 分割交付金 
   分割交付金はありません。 
 (5) 承継会社が承継する権利義務 
   当社福島工場の軸受製造事業に係る権利義務を承継します。 
 (6) 債務履行の見込み 
   本分割において当社および新設会社が負担すべき債務については、履行 
  の見込みに問題はないと判断しております。 
 (7) 新設会社に就任する役員 
   取締役  小森  勉  (現 当社福島工場長) 
        寺尾  勇  (現 当社取締役執行役員 専務) 
        原  道夫  (現 当社執行役員) 
   監査役  金野 洋二  (現 エヌエスケー販売(株) 管理部･部長) 
        田沢 正美  (現 当社関連事業部長) 
        武岡 博和  (現 当社営業本部企画管理部長) 
 
３.分割当事会社の概要 
 (1) 分割会社 
 ① 商号  日本精工株式会社 
 ② 事業内容  軸受、自動車関連部品、精密機器関連部品等の機械部 
   品および電子応用製品の製造販売 
 ③ 設立年月日 大正５年 11 月８日 
 ④ 本店所在地 東京都品川区大崎一丁目６番３号 
 ⑤ 代表者  取締役社長  関 谷 哲 夫 
 ⑥ 資本金  67,175 百万円 
 ⑦ 発行済株式総数 561,820,444 株 
    (額面金額)  (50 円) 
 ⑧ 株主資本  258,283 百万円(平成 13 年３月末現在) 
 ⑨ 総資産  588,899 百万円(平成 13 年３月末現在) 
 ⑩ 決算期  ３月 31 日 
 ⑪ 従業員の数 8,135 名(平成 13 年３月末現在) 
 ⑫ 主要取引先 
  ≪販売先≫ トヨタ自動車(株)、日産自動車(株)、(株)日立製作所 
  ≪仕入先≫ 山陽特殊製鋼㈱、大同特殊鋼㈱、㈱天辻鋼球製作所 
 ⑬ 大株主および 富国生命保険(相)    5.52% 
   持株比率  日本トラスティ・サービス信託銀行㈱  5.00% 
   安田生命保険(相)    4.98% 
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   日本生命保険(相)    4.58% 
 ⑭ 主要取引銀行 ㈱富士銀行、㈱東京三菱銀行、㈱横浜銀行 
 ⑮ 最近 3決算期の業績     (単位：百万円) 

 平成 11年３月期 平成 12年３月期 平成 13年３月期 
売上高 328,501 352,406 357,009 
営業利益 3,002 6,065 15,608 

経常利益 1,462 3,189 15,836 
当期純利益 △6,711 2,707 10,924 
１株当たり当期
純利益(円) 

△11.92 4.82 19.45 

１株当たり配当
金(円) 

5.50 5.00 6.00 

１株当たり株主
資本(円) 

399.16 398.98 459.73 

 (2) 承継会社(新設会社) 
 ① 商号  エヌエスケー福島株式会社 
 ② 事業内容  軸受の製造事業 
 ③ 設立年月日 平成 13 年７月２日 
 ④ 本店所在地 東京都品川区大崎一丁目６番３号 
 ⑤ 代表者  取締役社長 小 森  勉 
 ⑥ 資本金  6,000 百万円 
 ⑦ 発行済株式総数 120,000 株 
    (額面金額)   (50,000 円) 
 ⑧ 決算期  ３月 31 日 
 ⑨ 従業員の数 590 名程度 
 ⑩ 大株主および 
   持株比率  日本精工株式会社 100% 
 (3) 当事会社の関係 
  《資本関係》 新設会社は分割会社の完全子会社となります。 
  《人的関係》 新設会社の従業員は全て分割会社からの転籍となりま 
   す。 
  《取引関係》 新設会社は分割会社との取引となります。 
 
４.分割する事業部門の内容 
 (1) 福島工場の事業内容 
   軸受の製造事業 
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 (2) 福島工場の平成 13 年 3 月期における経営成績   (単位：百万円) 
 福島工場 当社の実績 比 率 
売上高 (生産高) 16,731 357,009 4.7% 

 (3) 譲渡資産、負債の項目および金額(平成 13 年 3 月 31 日現在) 
(単位：百万円) 

資  産 負  債 
項  目 金  額 項  目 金  額 

流動資産 ― 流動負債 ― 
固定資産 7,160 固定負債 440 
合  計 7,160 合  計 440 

 
５.分割後の当社の状況 
 (1) 商号  日本精工株式会社 
 (2) 事業内容  軸受、自動車関連部品、精密機器関連部品等の機械部品 
   および電子応用製品の製造販売 
 (3) 本店所在地 東京都品川区大崎一丁目６番３号 
 (4) 代表者  取締役社長 関 谷 哲 夫 
 (5) 資本金  67,175 百万円 
 (6) 総資産  588,459 百万円 
 (7) 決算期  ３月 31 日 
 (8) 業績に与える影響 
 ① 分割後の業績見通し    (単位：百万円) 

 平成 14 年３月期 
売上高 340,000 
経常利益 8,000 
当期純利益 10,000 

  (注) 会社分割による影響見込額は業績見通しにおり込んでありますが 
  軽微のため記載を省略しております。 
 ② 分割後の連結業績見通し  (単位：百万円) 

 平成 14 年３月期 

連結売上高 530,000 
連結経常利益 18,000 
連結当期純利益 12,000 

  (注) 新設会社は 100%子会社のため連結業績に与える影響はありません。
以上 


