


 

平成 30 年 1 月 1 日 

 

三菱重工船舶海洋株式会社と三菱重工海洋鉄構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 条に定める事後開示事項） 

 

（合併消滅会社） 

三菱重工船舶海洋株式会社 

（合併存続会社） 

東京都港区港南二丁目 16 番 5 号 

三菱重工業株式会社 

代表取締役 宮永 俊一 

 

長崎県長崎市香焼町 180 番地 

三菱重工海洋鉄構株式会社 

代表取締役 椎葉 邦男 

 

三菱重工船舶海洋株式会社（以下，「甲」という。）と三菱重工海洋鉄構株式会社（以下，「乙」

という。）は，平成 29 年 12 月 11 日付の甲の株主総会及び平成 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，

甲の船舶に関する製造及び品質保証業務に係る事業（以下，「対象事業」という。）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」という。）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

条に規定する事項は下記のとおりです。 

 

記 

１．本件吸収分割が効力を生じた日 

平成 30 年 1 月 1 日 

 

２．甲における会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続並びに第 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）による請求に係る手

続の経過 

会社法第 784 条の２に基づく，株主からの本件吸収分割をやめることの請求はありま

せんでした。 

 

（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 

甲は，全株主に対し本件吸収分割についての株主総会提案書を送付しており，平成 29

年 12月 11日の株主総会において全株主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 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 

甲は会社法第 789 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 17 日付の官報に公告し，かつ平成 29 年 11 月 17 日付で日刊工業新聞に公

告を行いましたが，異議申述期限である平成 29 年 12 月 18 日までに異議を申述され

た債権者はありませんでした。なお，本新聞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。 

 

３．乙における会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続並びに第 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 の規定（吸収分割をやめることの請求）による請求に係る手

続の経過 

会社法第 796 条の 2の規定に基づく，株主からの本件吸収分割をやめることの請求は

ありませんでした。 

 

（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，全株主に対し本件吸収分割についての株主総会招集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全株主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 17 日付の官報に公告し，かつ平成 29 年 11 月 17 日付で日刊工業新聞に公

告を行いましたが，異議申述期限である平成 29 年 12 月 18 日までに異議を申述され

た債権者はありませんでした。なお，本新聞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。 

 

４．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 0.2 億円，負債は 12 億円（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，

免責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，雇用契約を承継しました。 

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。 

 

 



 

５．本件吸収分割の登記をした日 

平成 30 年 1 月 4 日 

 

６．上記のほか，本件吸収分割に関する重要な事項 

なし 

 

 

以 上  



 

別紙１ 

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事業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（光和興業株式会社及び西海エンジニアリング・サービス株式会社の株

式を含む） 

但し，次に挙げるものは除く。 

① 固定資産及び固定資産に付随する権利義務 

② 他部門と共同で使用する知的財産 

③ 他部門と共同で使用する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

者でないもの 

④ 甲が本効力発生日の直前時において引渡し済みの資源探査船及び LNG 運搬船の建

造契約に関連する権利義務 

 

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 1 項但し書きに規定するものに係る契約 

② 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） 

③ 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。但し，１項但し書きに規定するものに係る文書及び

資料を除く。 

 

4 雇用契約の取り扱い 

雇用契約は別紙２の定めに従い承継する。 

 

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



 

 

別紙２ 

 

承継する雇用契約 

 

1. 本件吸収分割に伴い，本効力発生日において甲から乙に雇用契約が承継される

甲の従業員（本件吸収分割契約締結時点で甲と雇用契約を締結している者をい

い，傷病による長期欠勤者，育児休業又は介護休業中の者及び休職派遣等によ

り休職中の者を含む。以下同じ。）は 以下のとおりとする。 

（１） 管理部 

管理部に在籍する従業員のうち，別表１に記載ある者 

（２） 安全環境推進室 

安全環境推進室に在籍する従業員のうち，別表２に記載ある者 

（３） プロジェクト推進室 

プロジェクト推進室に在籍する従業員のうち，別表３に記載ある者 

（４） 品質保証部 

品質保証部に在籍する従業員のうち，別表４に記載ある者 

（５） 工作部 

工作部に在籍する従業員のうち，別表５に記載ある者 

（６） その他 

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成 12 年法律第 103

号)第 2条第 1項第 1号に該当する甲の従業員であって，同法 4条に定

めるところにより，乙に雇用契約が承継されないことについて異議を

申し出た者 

 

2. 前項の規定にかかわらず，以下の各条項のいずれかに該当する者については本

効力発生日において甲から乙に雇用契約を承継しない。 

ア． 本件吸収分割契約締結以降本効力発生日の前日までの間に，甲を退職し

又は解雇された従業員 

イ． 本件吸収分割契約締結以降本効力発生日の前日までの間に，甲・乙及び

本人が別途の取扱いに同意した者 

ウ． 本件吸収分割契約締結以降本効力発生日の前日までの間に，甲との雇用

契約が満了する者 

エ． 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成 12 年法律第 103 号)

第 2条第 1項第 2号に該当する甲の従業員であって，同法 5条に定めると

ころにより，乙に雇用契約が承継されることについて異議を申し出た者 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【別表 1】管理部に在籍する従業員のうち，乙に雇用契約を承継する従業員 

所属 雇用契約を承継する従業員 

管理部 615700，614801 

 

 

【別表２】安全環境推進室に在籍する従業員のうち，乙に雇用契約を承継する従業員 

所属 雇用契約を承継する従業員 

安全環境推進室 全員 

 

【別表３】プロジェクト推進室に在籍する従業員のうち，乙に雇用契約を承継する従業員 

所属 雇用契約を承継する従業員 

プロジェクト推進室 614860，615182，615184，616023 

 

【別表４】品質保証部に在籍する従業員のうち，乙に雇用契約を承継する従業員 

所属 雇用契約を承継する従業員 

品質保証部 以下の従業員番号を除く 全員 

615694 

 

【別表５】工作部に在籍する従業員のうち，乙に雇用契約を承継する従業員 

所属 雇用契約を承継する従業員 

工作部 全員 

以 上 
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