


 

平成 30 年 1 月 1 日 

 

三菱重工業株式会社と三菱重工機械システム株式会社との吸収分割に関する事項 

（会社法第 791 条第 1項第 1号及び第 801 条第 3項第 2号並びに 

会社法施行規則第 189 条各号に定める事後開示事項） 

 

東京都港区港南二丁目 16 番 5 号 

三菱重工業株式会社 

取締役社長 宮永 俊一 

 

  兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号 

三菱重工機械システム株式会社 

取締役社長 長谷川 守 

 

 三菱重工業株式会社（以下、「甲」といいます。）と三菱重工機械システム株式会社（以

下、「乙」といいます。）は、平成 29 年 11 月 2 日の甲の決定及び平成 29 年 12 月 11 日付の

乙の株主総会において承認された吸収分割契約に基づき、平成 30 年 1 月 1日を効力発生日

として、甲の下記１の対象事業に関する権利義務を乙に承継いたしました。この吸収分割

（以下、「本件吸収分割」といいます。）に関し、会社法第 791 条第 1 項第 1 号及び第 801

条第 3項第 2号並びに会社法施行規則第 189 条各号に規定する事項は下記のとおりです。 

 

記 

１．対象事業 

本書面において｢対象事業｣とは、効力発生日現在における、甲のインダストリー＆社会基

盤ドメインが下関地区において所掌する、以下に係る業務 

ア．油圧･機械事業に関わる調達業務 

イ．油圧･機械事業に関わる品質保証業務 

 

２．本件吸収分割が効力を生じた日 

平成 30 年 1 月 1 日 

 

３．甲における会社法第 784 条の 2、第 785 条、第 787 条及び第 789 条の規定による手続の

経過 

（１） 会社法第 784 条の 2の規定（吸収分割をやめることの請求）による手続の経過 

本件吸収分割は、会社法第 784 条第 2項に定める場合（簡易吸収分割）に該当するこ

とから、同法第 784 条の 2ただし書きの規定により、甲の株主には吸収分割をやめる

ことの請求権が認められておりません。 

 

（２） 会社法第 785 条の規定（反対株主の株式買取請求）による手続の経過 

本件吸収分割は、会社法第 784 条第 2項に定める場合（簡易吸収分割）に該当するこ

とから、同法第 785 条第 1項第 2号の規定により、甲の株主には株式の買取請求権が

認められておりません。従って同条で定める株主に対する通知、公告は行っておりま

せん。 

 

 



 

（３） 会社法第 787 条の規定（新株予約権買取請求）による手続の経過 

甲においては、会社法第 787 条第 1項第 2号に定める新株予約権を発行していないの

で、同条に定める新株予約権者に対する通知、公告は行っておりません。 

 

（４） 会社法第 789 条の規定（債権者の異議）による手続の経過 

甲の乙に対する対象事業に関する債務の承継は、重畳的債務引き受けの方法によるた

め、会社法の規定により、会社法第 789 条第 2項に定める債権者に対する催告、公告

は行っておりません。 

 

４．乙における会社法第 796 条の 2、第 797 条及び 799 条の規定による手続の経過 

（１） 会社法第 796 条の 2（吸収分割をやめることの請求）による手続の経過 

乙は、その 100％株主である甲に対し本件吸収分割についての株主総会決議事項の通

知を送付しており、平成 29 年 12 月 11 日付の株主総会決議において甲の賛成により

本件吸収分割が承認されております。 

（２） 会社法第 797 条の規定（反対株主の株式買取請求）による手続の経過 

 乙は、その 100％株主である甲に対し本件吸収分割についての株主総会決議事項の通

知を送付しており、平成 29 年 12 月 11 日付の株主総会決議において甲の賛成により

本件吸収分割が承認されております。 

（３） 会社法第 799 条の規定（債権者の異議）による手続の経過 

乙は、会社法第 799 条第 2項及び第 3項の規定により、同条第 2項に掲げる事項を平

成 29 年 11 月 10 日付の官報に公告し、かつ同法 939 条第 1 項第 3 号の公告方法であ

る電子公告により平成 29 年 11 月 10 日から 1 箇月間継続して公告を行いましたが、

異議申述期限である平成 29 年 12 月 11 日までに異議を申述した債権者はありません

でした。なお、本電子公告を行ったことから、知れている債権者への各別の催告は省

略しております。 

   

５．本件吸収分割により乙が甲から承継した重要な権利義務に関する事項 

（１） 承継権利義務明細全般に関する事項 

乙は、本件吸収分割により、効力発生日である平成 30 年 1 月 1 日をもって、甲が対

象事業に関して有する権利義務を、本事後備置書類別紙「承継権利義務明細」のとお

り承継いたしました。 

本件吸収分割に伴い、乙が甲から承継した資産は 623百万円、負債は 600百万円（いず

れも暫定値）です。なお、乙が甲から承継する債務その他の義務は、効力発生日をも

って、重畳的債務引受の方法により承継しております。 

  

（２） 雇用契約の取扱いに関係する事項 

別紙「承継権利義務明細」のとおり、雇用契約は承継しておりません。対象事業に従

事する分割会社の従業員は、個別に同意を得て承継会社に転籍又は在籍出向させまし

た。 

なお、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第 4条に基づき異議を申し出た

労働者はありませんでした。 

 

６．本件吸収分割の登記をする日 

平成 30 年 1 月 4 日 

以 上 



 

別紙 

承継権利義務明細 

 

乙が甲から承継する権利義務は、本効力発生日の直前時において対象事業に属する次に記載する権利義務

とする。但し、承継する資産及び負債については、平成29年3月31日を基準日とする貸借対照表その他

同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日前日までの増減を加除した上で確定する。 

 

1. 承継する資産及び負債 

本効力発生日の直前時において対象業務に属する一切の資産、負債及びこれらに付随 

する権利義務 

但し、次に挙げるものは除く。 

(1) 本契約第1条第2項に掲げる事業に関する、 

① 土地及び土地に付随する権利義務 

② 建物及び建物に付随する権利義務 

③ 構築物及び構築物に付随する権利義務 

④ 買入債務 

⑤ 工事関連（残工事見越・資材仮見越）以外の未払費用 

⑥ 他部門と共同で使用する知的財産 

⑦ 他部門と共同で使用する構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品その他の資産であって、

対象事業に従事する者が主な使用者ではないもの 

 

2. 承継する契約関係 

売買契約、製造委託契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約、業務委託契約、資材 

取引契約、共同研究契約、委託研究契約、ライセンス契約等の知的財産関連契約、そ 

の他対象事業に属する一切の契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生する一切の 

権利義務 

但し、次に挙げるものは除く。 

① 他部門と共同で使用する知的財産に係る契約（実施許諾契約、共同出願契約、実施契約等を含

む） 

② 甲が対象事業以外の事業にも共通して適用するために締結した資材取引契約、及び他部門と共

同で使用する設備、通信機器・事務機器類、駐車場等であって、対象事業に従事する者が主な

使用者ではないものに係る賃貸借契約、リース契約及び使用許諾契約並びにこれらに付随する

契約 

 

3. 承継する文書及び資料 

対象事業に係る文書及び資料全て 

 

4. 雇用契約の取り扱い 

雇用契約は承継しない。 

 

5. 承継する許認可等 

本効力発生日の直前時において対象事業に属する免許、許可、認可、承認、登録、届出等のうち、

法令上承継可能なもの。 

以 上 
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