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会社分割（吸収分割）および新設会社株式の譲渡に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年７月１日を効力発生日として、当社電子事業の一部であるフ
ェライト・コイルデバイス・積層パワーインダクタ・セラミックス部品（圧電部品）事業（但し、当社の海外子
会社が営むこれらの事業に係る製品の製造及び販売に関する事業等を除きます。以下「対象４製品事業」
）の一
部を、会社分割（吸収分割）により新設会社に承継させることを決議いたしました。また、当該新設会社の全株
式を長野日本無線株式会社（代表取締役社長：藤澤 敏彦、以下「長野日本無線」
）に譲渡する旨の契約を本日
締結いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
なお、本会社分割は、単独吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。
記
１．会社分割及び株式譲渡の目的
当社グループは、強みを有する電池技術、回路技術およびパワーエレクトロニクスの技術を結集させ、電
気エネルギーを効率的に利用する技術でグローバルに社会に貢献する「スマートエナジーマネージャー」と
してお客様に“One FDK”でサービス・価値を提供すること、ならびに電子事業におけるコンポーネント・
モジュール事業部門については他社とのアライアンスも含めて利益を重視した個別ソリューションを提供
することで、企業価値向上を図ってまいりました。
一方、日清紡ホールディングスグループである長野日本無線においては、xEV（電動車）用コイル・トラ
ンス等の部品事業を手掛けており、今後の xEV 市場拡大に向けさらなる基盤強化、製品ラインアップの充実
により、同社事業の価値向上を目指しております。
こうしたなか、両社は、新設会社の株式を長野日本無線に譲渡することに関し、最終合意に至りました。
今回の最終合意により、当社が設立する新設会社に対象４製品事業を承継した上、長野日本無線が新設会
社の全株式を買い受けるとともに、当社グループで上記に携わる従業員および関連する知的財産権などを
承継いたします。
２．会社分割及び株式譲渡の要旨
（１）会社分割および株式譲渡の日程
最終合意書承認取締役会決議

2019 年４月 26 日

最終合意書締結日
新設会社の設立日

2019 年４月 26 日
2019 年５月中旬頃（予定）

吸収分割契約締結日

2019 年５月中旬頃（予定）

会社分割効力発生日

2019 年７月１日（予定）

株式譲渡日

2019 年７月１日（予定）

※本会社分割は、会社法第 784 条２項に規定する簡易吸収分割であるため、株主総会の承認を得ること
なく行ないます。
（２）会社分割の方法
当社を分割会社とし、新設会社に対象４製品事業に関する権利・義務を承継させる吸収分割（簡易分割）
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方式です。
（３）会社分割に係る割当ての内容
新設会社は、本会社分割に際しての対価の割当を行ないません。
（４）会社分割に伴う新株予約権に関する取扱い
該当事項はありません。
（５）会社分割により増減する資本金
本会社分割による当社の資本金の増減はありません。
（６）新設会社が承継する権利義務
新設会社は、当社より対象４製品事業に関する資産、債務および契約上の地位ならびにこれらに付随す
る権利義務を承継するものといたします。
（７）債務履行の見込み
本会社分割において、当社および新設会社が負担すべき債務履行については、履行の確実性に問題がな
いと判断しております。
（８）株式譲渡の概要
当社は、2019 年７月１日をもって、新設会社の全株式を長野日本無線に譲渡する予定です。
３．会社分割の当事会社の概要
分割会社
（2019 年３月 31 日現在）

新設会社
（2019 年７月１日時点の予定）

(1) 名 称

ＦＤＫ株式会社

未定

(2) 所在地

東京都港区港南一丁目６番 41 号

東京都港区港南一丁目６番 41 号（予
定）

(3) 代表者の役職・氏名

代表取締役社長 大橋 洋一

代表取締役社長 川﨑 健司（予定）

(4) 事業内容

電池および電子部品の製造販売

電子材料・磁性材料の製造販売（予
定）

(5) 資本金
31,709 百万円
（2019 年３月 31 日現在）

未定

(6) 設立年月日

1950 年２月７日

未定

(7) 発行済株式数
(8) 決算期

34,536 千株
３月 31 日

未定
12 月 31 日（予定）

(9) 大株主及び持株比率

富士通株式会社
58.76％
BNYM SA/NV FOR BNYMFOR BNYM GCM
CLIENT ACCTS M ILM FE
1.83％
富士電機株式会社
0.98％

当社

100％（予定）

(10) 当事会社間の関係
資本関係

吸収分割効力発生日に、当社が新設会社の株式を 100％保有しますが、同日
付で、当該株式すべてを長野日本無線に譲渡する予定です。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

(11) 最近３年間の分割会社の業績
ＦＤＫ株式会社（分割会社（連結）
）
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決算期

2017 年３月期

2018 年３月期

2019 年３月期

純資産（百万円）

4,638

4,293

10,280

総資産（百万円）

49,132

51,054

54,145

１株当たり純資産（百万
円）

140.03

153.15

297.79

売上高（百万円）

73,682

73,129

72,113

営業利益（百万円）

△330

666

823

経常利益（百万円）

△697

78

718

△3,166

△630

△290

△113.04

△22.53

△9.91

親会社株主に帰属する当
期純利益（百万円）
１株当たり当期純利益
（円）

※当社は、2018 年 10 月１日付で普通株式 10 株につき１株の割合で株式併合を行ないました。各連結会計年度
の期首に当該株式併合を行なったと仮定して、１株当たり純資産、１株当たり当期純利益を算出しています。
４．分割する事業部門の概要
（１）分割する部門の事業内容
ＦＤＫの電子事業のうち、フェライト・コイルデバイス・積層パワーインダクタ・セラミックス部品
（圧電部品）部門の一部
（２）分割する部門の経営成績
対象４製品部門実績(a)
売 上 高（百万円）

2019 年３月期連結実績(b)

1,938

比率（a/b）

72,113

2.7％

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（2019 年３月 31 日現在）
資 産
項 目

負 債
帳簿価額（百万円）

項 目

帳簿価額（百万円）

流動資産

未定 流動負債

未定

固定資産
合 計

未定 固定負債
未定
合 計

未定
未定

５．会社分割後の状況
(1) 名 称

分割会社
ＦＤＫ株式会社

(2) 所在地

東京都港区港南一丁目６番 41 号

(3) 代表者の役職・氏名

代表取締役社長 大橋 洋一

(4) 事業内容

電池および電子部品の製造販売

(5) 資本金

31,709 百万円

(6) 決算期
３月 31 日
※本会社分割後において、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期に変更はありま
せん。
６．株式の譲渡先の概要（2018 年 12 月 31 日現在）
(1) 名 称

長野日本無線株式会社

(2) 所在地
(3) 代表者の役職・氏名

長野県長野市稲里町 1163 番地
代表取締役社長 藤澤 敏彦

(4) 設立年月日

1949 年 10 月１日
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(5) 資本金
3,649 百万円
（2018 年 12 月 31 日現在）
(6) 従業員数（連結）
連結 1,562 名、単独 883 名
（2018 年 12 月 31 日現在）
(7) 主な事業内容

ソリューション・特機、情報通信・電源、メカトロニクス

(8) ＦＤＫとの関係

資本関係、人的関係などはありません。

７．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数

未定
（議決権所有割合：100.0％）

(2) 譲渡株式数

未定

(3) 譲渡価額

備忘価額（１円）

(4) 異動後の所有株式数

０株
（議決権所有割合：０％）

８．今後の見通し
（１）今後は、2019 年７月１日（予定）の譲渡完了に向けて両社で作業を進めてまいります。
（２）本会社分割および株式譲渡が当社の連結業績に与える影響等については、本日公表の 2019 年３月期決算
短信〔日本基準〕
（連結）の 2020 年３月期の連結業績予想に織り込み済みであり、当該公表資料をご覧く
ださい。なお、今後業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。
以 上
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