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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、2022 年３月 10 日開催の取締役会において、当社の医療機器分野の ODM・OEM（※）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フィルメック株式会社に承継させることを決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本会社分割は、当社と当社の 100％連結子会社との間で行う簡易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． 本会社分割の目的
当社グループは、お客様への更なるサービス向上を図ることで、医療機器分野の ODM・OEM 事業を
積極的に推進することを、重要戦略の一つに掲げております。当戦略の一環として、当社の医療機
器分野の ODM・OEM 事業を、当社の 100%連結子会社であるフィルメック株式会社へ移管いたします。
当施策における主な狙い・目的は次の通りです。
①お客様のニーズに迅速にお応えするための製品開発の強化
ODM・OEM ビジネスの更なる拡大に向けて、お客様の多様なニーズに迅速にお応えするために、
ODM・OEM に特化した QMS 構築を進めることで、製品開発の深化やスピード向上を実現する
②海外工場との直接取引による業務スピード向上と業務の効率化
フィルメック株式会社が直接海外工場との取引を行う体制を構築することにより、商流の簡素
化、業務スピードの向上を実現する
本会社分割により、今後当社グループの ODM・OEM 事業はフィルメック株式会社が中心となりグロ
ーバルに運営を行う体制となります。また、ODM・OEM 事業において大きな成長が期待されている米
国市場につきましては、当該事業に特化した連結子会社 Filmecc USA, Inc.（2021 年６月９日設立
済、2022 年７月１日より事業開始予定）を中心とし、2021 年７月１日付で連結子会社化した Rev. 1
Engineering Inc. と連携してビジネスの拡大を目指してまいります。
当社グループは、中期経営計画に基づく成長戦略を着実に推進し、更なる企業価値の向上に努め
てまいります。
（※）ODM とは、Original Design Manufacturing の略語で、委託者のブランドで製品を設計・生産する
ことをいいます。
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OEM とは、Original Equipment Manufacturing または Original Equipment Manufacturer の略語で、
委託者のブランドで製品を生産することをいいます。

２． 本会社分割の要旨
（１）本会社分割の日程
吸収分割契約承認取締役会決議日：2022 年３月 10 日
吸 収 分 割 契 約 締 結 日：2022 年３月 10 日
吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日：2022 年７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、フィルメ
ック株式会社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）本会社分割の方式
当社を分割会社とし、フィルメック株式会社を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。
（３）本会社分割に係る割当ての内容
本会社分割に際して、株式その他金銭等の割当てはありません。
（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
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
本会社分割による資本金の増減はありません。
（６）承継会社が承継する権利義務
フィルメック株式会社は、当社の医療機器分野の ODM・OEM 事業に関する一部の資産、債務、そ
の他権利義務を吸収分割契約に定める範囲において承継します。
（７）債務履行の見込み
本会社分割において、承継会社の債務履行の見込みに問題はないと判断しております。
３． 本会社分割の当事会社の概要（2021 年 12 月末時点）
分割会社
①名称
②所在地
③代表者の役職・氏名
④事業内容

承継会社

朝日インテック株式会社

フィルメック株式会社

愛知県瀬戸市暁町３番地 100

愛知県名古屋市守山区脇田町
1703 番地

代表取締役社長 宮田 昌彦

代表取締役社長 大澤 稔也

医療機器の開発・製造・販売

医療機器の ODM・OEM（開発・製造・

極細ステンレスワイヤーロープ及

販売）
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び端末加工品等の開発・製造・販
売
⑤資本金

18,860 百万円

99 百万円

⑥設立年月日

1976 年７月８日

1996 年９月 20 日

⑦発行済株式数

271,633,600 株

1,980 株

⑧決算期

６月

６月

日本マスタートラスト信託銀行株

朝日インテック株式会社 100％

式会社（信託口）

13.47％

ボウエンホールディングス株式会
社

8.49％

株式会社日本カストディ銀行

⑨大株主及び持株比率

（信託口）

8.06％

株式会社ハイレックスコーポレー
ション

2.98%

アイシーエスピー有限会社
2.65％
⑩直前事業年度（2021 年６月期）の財政状態及び経営成績
分割会社（連結）

承継会社（単体）

純資産

92,938 百万円

344 百万円

総資産

115,427 百万円

498 百万円

349.18 円

173,846 円

売上高

61,507 百万円

895 百万円

営業利益

12,795 百万円

119 百万円

経常利益

13,196 百万円

121 百万円

9,984 百万円

80 百万円

38.25 円

40,404 円

１株当たり純資産

親会社株主に帰属する
当期純利益
１株当たり当期純利益
４． 会社分割する事業部門の概要
（１）分割する部門の事業内容
医療機器分野の ODM・OEM 事業
（２）分割する部門の経営成績（2021 年６月期）

売上高：4,806 百万円（外部売上高：2,529 百万円）
（３）分割する資産、負債の項目及び金額（2021 年６月 30 日現在）
資産
項目
流動資産

負債
帳簿価額

項目

２百万円
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流動負債

帳簿価額
63 百万円

固定資産

133 百万円

固定負債

合計

135 百万円

合計

63 百万円

※上記金額は 2021 年６月 30 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． 本会社分割後の状況
本会社分割による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期の変更はあ
りません。
６． 今後の見通し
本会社分割は、当社と当社の 100％連結子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、当社の連結
業績に与える影響はありません。
（参考）当期連結業績予想（2021 年８月 13 日公表分）及び前期連結実績
連結売上高
当期連結業績予想
（2022 年６月期）
前期連結実績
（2021 年６月期）

連結営業利益

連結経常利益

親会社株主に
帰属する当期純利益

75,296 百万円

14,510 百万円

14,458 百万円

10,498 百万円

61,507 百万円

12,795 百万円

13,196 百万円

9,984 百万円

以上
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