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子会社との共同新設分割による小型ギヤモータ事業分社化のお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成23年11月１日をもって下記のとおり当社と

当社の子会社である住重テクノス株式会社（以下、「テクノス」）の小型ギヤモータの製造

に関する事業をそれぞれ分割し、住重小型ギヤモータ株式会社（以下、「住重小型ギヤモー

タ」）に承継させることを決定いたしましたのでお知らせいたします。 
なお、本会社分割は、当社において簡易会社分割（会社法第805条）に該当するため、下

記においては開示内容を一部省略しております。 
 

記 

１．本会社分割の目的 

当社は、減速機事業を当社のコアビジネスの一つと位置づけ強化してまいりましたが、

同事業をグローバルに大きく成長させるための一環として、小型ギヤモータの製造機能

をベトナム工場に集約させ、海外市場にも通用するコスト競争力を確保する一方、国内

市場においては、小型ギヤモータの最終組立を主とする製造機能を独立した会社で運営

することにより、効率化とビジネススピードの向上を図ることと致しました。 

このために、平成２３年１１月１日をもって、減速機等の受託製造を行っているテク

ノスと共同新設分割により住重小型ギヤモータ（新設分割設立会社）を設立し、迅速な

意思決定と機動的な事業運営を行うことにより、国内の市場特性に適ったきめ細やかな

客先対応を展開してまいります。 

 

２．本会社分割の要旨 

（１）本会社分割の日程 

新設分割計画作成日            平成 23 年８月 30 日 

新設分割計画承認取締役会         平成 23 年８月 30 日 

分割期日（効力発生日）          平成 23 年 11 月１日（予定） 

（注）本会社分割は、当社において簡易分割（会社法第 805 条）に該当するため、

当社の株主総会の決議を経ないで行われます。 

（２）本会社分割の方式 

当社及びテクノスを新設分割会社とし、住重小型ギヤモータを新設分割設立会社と

する共同会社分割（新設分割）です。 

 



（３）本会社分割に係る割当ての内容 

住重小型ギヤモータは、本会社分割に際して普通株式5,000株を発行し、その全てを

当社に割当て、テクノスには割り当てません。 

（４）本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 

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

（５）本会社分割により増減する資本金 

本会社分割により当社の資本金等は減少しません。 

（６）住重小型ギヤモータが承継する権利義務 

住重小型ギヤモータが本会社分割の対象事業を遂行する上で必要と判断される本会

社分割の対象事業に係る資産、負債及び契約関係を承継します。 

（７）債務履行の見込み 

負担すべき債務の履行の見込みはあると判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要 

 住友重機械工業株式会社

（分割会社） 

平成23年３月31日現在 

住重テクノス株式会社（分

割会社） 

平成23年３月31日現在 

住重小型ギヤモータ株式会

社（新設分割設立会社） 

平成23年11月１日見込 

（１）名称 住友重機械工業株式会社 住重テクノス株式会社 住重小型ギヤモータ株式会

社 

（２）所在地 東京都品川区大崎二丁目１

番１号 

愛知県大府市朝日町六丁目

１番地 

愛知県大府市朝日町六丁目

１番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中村伸 代表取締役社長 大西正憲 代表取締役社長 岡部 毅 

（４）事業内容 一般産業機械から精密制御

機械まで、各種産業機械の

製造販売 

設備・機械の企画及び設計、

修理改造、製造請負等 

変・減速機、モータの製造

販売 

（５）資本金 30,872 百万円 20百万円 250百万円 

（６）設立年月日 昭和9年11月１日 昭和58年８月１日 平成23年11月１日 

（７）発行株式数 614,527,405株 400株 5,000株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

（９）従業員数 17,025名（連結） 185名 95名 

（10）主要取引先 住友商事株式会社、伊藤忠

商事株式会社 他 

住友重機械工業株式会社 住友重機械工業株式会社 

（11）主要取引銀行 株式会社三井住友銀行、住

友信託銀行株式会社 他 

株式会社三井住友銀行 株式会社三井住友銀行 

（12）大株主及び持株比率 日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ 信託銀行

㈱ 15.5％ 
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱  

7.1％ 

STATE STREET BANK 
AND TRUST COMPANY
6.0％ 
住 友 生 命保 険相 互 会社  
3.7％ 
資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱

3.1％ 

住友重機械工業株式会社 

100％ 

住友重機械工業株式会社 

100％ 



資本関係 テクノス及び住重小型ギヤモータは、当社の100％子会社

です。 

人的関係 テクノス及び住重小型ギヤモータの代表取締役社長は、当

社の出身です。住重小型ギヤモータには、当社及びテクノ

スより従業員が出向するか、又は転籍する予定です。 

取引関係 テクノスは、当社に役務の提供を行います。当社は、住重

小型ギヤモータに対して、開発支援、工場の賃貸等を行い

ます。 

（13）当事者間の関係 

関連当事者への該当状況 テクノス及び住重小型ギヤモータは、当社の連結子会社で

す。 

（14）最近３年間の経営成績及び財政状態 

住友重機械工業株式会社（分割会社） 住重テクノス株式会社（分割会社） 決算期 

平成 21 年 
３月期 

平成 22 年

３月期

平成 23 年

３月期

平成 21 年

３月期

平成 22 年 
３月期 

平成 23 年

３月期

連結純資産 238,697 254,153 269,380 76 △10 △10

連結総資産 657,436 610,087 626,829 277 214 210

１株当たり連結純資産（円） 378.78 404.73 435.10 191.06 △24.05 △24.22

連結売上高 642,918 516,165 548,015 1,573 1,109 1,310

連結営業利益 56,940 28,254 45,803 △82 △91 8

連結経常利益 50,275 26,333 44,253 △78 △91 7

連結当期純利益 13,649 13,280 27,926 △47 △86 △0

１株当たり連結当期純利益

（円） 

22.62 22.01 45.87 △118.45 △215.11 △0.17

1株当たり配当金（円） 6.0 4.0 8.0 0.0 0.0 0.0

 

（１）分割する部門の事業内容 

小型ギヤモータの製造に関する事業 

（２）分割する部門の経営成績（平成23年３月期） 

 分割する事業（a） 当社実績(連結)（b） 比率（a/b） 

売上高（百万円） 7,468 548,015 1.4％

（３）分割する資産、負債の項目及び金額 （平成23年10月末見込）  （単位：百万円） 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 2,180 流動負債 2,000

固定資産 90 固定負債 20

 

 

 

 



４．本会社分割後の状況 

商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金・決算期のいずれも分割による変更は

ありません。 

 

５．今後の見通し 

住重小型ギヤモータ（新設分割設立会社）は、当社 100％の連結子会社であるため、連

結業績に与える影響はありません。 

以上 

 

 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 23 年７月 29 日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

当期業績予想 

（平成 24 年３月期） 
630,000 54,000 50,500 30,000

前期実績 

（平成 23 年３月期） 
548,015 45,803 44,253 27,926

 


