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低密度ポリエチレン事業における新会社設立と事業提携に関するお知らせ 

 

 宇部興産株式会社は、本日開催の取締役会において、低密度ポリエチレンの製造・販売事

業（以下「本事業」という）を会社分割により新設会社に承継させると同時に、新設会社株式

の５０％を丸善石油化学株式会社に譲渡し、共同で事業運営を行う旨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。 

 

記 

 

１． 会社分割の目的 

 当社は丸善石油化学千葉コンビナートの一員として、当社千葉石油化学工場において

低密度ポリエチレンの製造販売をおこなっておりますが、本事業の発展的継続のために

は原料エチレンを供給する丸善石油化学との一体運営が不可欠であるとの判断から、本

事業を会社分割により新設会社に承継させると同時に、新設会社株式の５０％を丸善石

油化学へ譲渡し、共同で事業運営を行うことで、より一層の経営効率化を進め、本事業の

市場競争力を高めることといたしました。 

 

２． 会社分割の要旨 

（１）  分割の日程 

分割計画書 取締役会承認 平成１６年６月２日 

分割期日   平成１６年１０月１日（予定） 

分割登記   平成１６年１０月１日（予定） 

（２）  分割方式 

① 分割方式 

宇部興産を分割会社とし、新設される宇部丸善ポリエチレン株式会社を承継会社と

する新設分割であり、分割に際して新設会社が発行する株式の全てを宇部興産に

割当てる物的分割です。また、本分割は商法第３７４条ノ６に定める簡易新設分割

の規定に該当するため、分割計画書について株主総会の承認を得ずして分割いた



します。 

② 当分割方式を採用した理由 

本事業を分社化するに際し、法的手続が効率化されていること、他ヘ与える影響が

小さいこと等を勘案し、上記分割方式を採用いたしました。 

（３）  株式の割当 

当社に、宇部丸善ポリエチレン株式会社が分割に際して発行する普通株式９，８００

株全てを割当交付いたします。 

（４）  分割交付金 

分割に際して新設会社は分割交付金を支払いません。 

（５）  承継会社が承継する権利義務 

本分割により承継する資産および負債は、本事業に関する資産、負債およびこれに

付随する一切の権利義務とし、また、承継する権利義務のうち資産および負債の評

価については、平成１６年３月３１日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基

礎として、これに分割期日までの増減を加減した上で確定します。ただし、土地、投資

株式、売上債権、および買入債務・未払金・未払費用は承継いたしません。 

また、承継事業に従事する従業員の雇用契約とこれに付随する権利義務は承継いた

しません。 

（６）  債務履行の見込み 

当社および新設会社が負担すべき債務は、確実に履行できると判断しております。 

（７）  承継会社に新たに就任する役員 

① 取締役 

神田 企功男 

 （現 宇部興産㈱ 化成品・樹脂ディビジョンポリエチレンビジネスユニット長） 

高橋 信行 

 （現 宇部興産㈱ 常務執行役員 化成品・樹脂ディビジョン長） 

浅川 弘 

 （現 宇部興産㈱ 経営管理室企画・計数部化学企画グループ主席部員） 

② 監査役 

松本 和彦 

 （現 宇部興産㈱ 経営管理室企画・計数部化学企画グループリーダー） 

 

 

３． 分割当事会社の概要 
 分割会社 

（平成１６年３月３１日現在） 
新設会社 
（平成１６年１０月１日見込） 

①商号 宇部興産株式会社 宇部丸善ポリエチレン株式会社 



②事業内容 化成品・樹脂製品、機能品・ファ
イン製品、建設資材、機械・金属
成形品等の製造及び販売 

低密度ポリエチレンの製造及び
販売 

③設立年月日 昭和１７年３月１０日 平成１６年１０月１日（予定） 
④本店所在地 山口県宇部市大字小串１９７８番

９６ 
東京都港区 

⑤代表者 取締役会長兼社長 常見 和正 代表取締役社長 神田 企功男 
⑥資本金 ４３，５６５百万円 ４９０百万円 
⑦発行済み株式総数 ８７１，２０１，６１３株 ９，８００株 
⑧株主資本 ８５，８７１百万円 ３，０００百万円（予定） 
⑨総資産 ４３５，９７１百万円 ４，４００百万円（予定） 
⑩決算期 ３月３１日 ３月３１日 
⑪従業員数 ３，２０８人 １００人程度（予定） 
⑫主要取引先 化成品・樹脂製品、機能品・ファ

イン製品、建設資材、機械・金属
成形品等を広く国内外の需要家
に販売 

低密度ポリエチレンを広く需要家
に販売 

⑬大株主及び 
  持ち株比率 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱  
11.08％ 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱  
6.76％ 

住友生命保険相互会社 2.37％ 
日本生命保険相互会社 2.24％ 

宇部興産１００％ 

⑭主要取引銀行 ＵＦＪ銀行 
みずほコーポレート銀行 

ＵＦＪ銀行 
みずほコーポレート銀行 

⑮当事会社の関係 資本関係：新設会社設立時は分割会社の１００％子会社ですが、株
式の５０％を丸善石油化学に譲渡することで当社出資は
５０％となります。 

人的関係：新設会社の従業員は分割会社からの出向となります。 
取引関係：新設会社は分割会社から土地の賃借、業務受委託       
       を行います。 

 

⑯最近３決算期間の実績（宇部興産株式会社） 

決算期 平成１４年３月期 平成１５年３月期 平成１６年３月期 
売上高 ２２７，１８６百万円 ２２９，２７２百万円 ２２７，０１７百万円 
営業利益 ５，２１２百万円 １２，１４８百万円 １３，４３６百万円 
経常利益 ４，７０３百万円 ６，６４４百万円 ８，６０３百万円 
当期純利益 ３，９１０百万円 ４，０５８百万円 △９，０９０百万円 
一株当り当期純利益 ４．６４円 ４．８１円 △１０．６２円 
一株当り配当金 －円 ３円 －円 
一株当り株主資本 １１１．５３円 １０７．７９円 ９８．５９円 

 



 

４． 分割する事業部門の内容 

（１）  低密度ポリエチレン事業の内容 

低密度ポリエチレン、スーパーポリエチレン（メタロセンＬＬＤＰＥ）、ポリエチレンパウダ

ー・コンパウンド並びにエチレン酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）に係わる製造および販

売。 

（２）  低密度ポリエチレン事業の平成１６年３月期における経営成績 
 当該事業（ａ） 当社の実績（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 
売上高 １９，０９０百万円 ２２７，０１７百万円 ８．４％ 
営業利益 ４２４百万円 １３，４３６百万円 ３．２％ 

 

（３）  譲渡資産、負債の項目及び金額（平成１６年１０月１日推定） 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 
流動資産 ３，２００百万円 流動負債 １，３００百万円 
固定資産 １，２００百万円 固定負債 １００百万円 
譲渡資産計 ４，４００百万円 譲渡負債計 １，４００百万円 

 

５． 分割後の当社の状況 

分割により総資産は４４億円程度減少する見込です。 

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期についてはいずれも分割に

よる変更はありません。 

６． 業績に与える影響 

（１）  連結業績に与える影響 

５月１４日に発表いたしました平成１７年３月期業績予想には織り込み済みでありま

す。 

（２）  単独業績に与える影響 

５月１４日に発表いたしました平成１７年３月期業績予想には織り込み済みでありま

す。 

 

７． 丸善石油化学への株式譲渡並びに事業提携について 

   当社は丸善石油化学と、平成１６年１０月１日を目途として、会社分割による本事業承

継の手続完了後速やかに、新設会社の株式の５０％を丸善石油化学に譲渡し、両社共同

で低密度ポリエチレン事業運営を行うことで合意いたしました。丸善石油化学はオレフィン

センター会社として、誘導品事業の維持・強化による総合的なコンビナートの基盤強化が

図れることから、本事業提携を実施いたします。 

   当社と丸善石油化学は、共同でより一層の経営効率化を進め、ユーザーのニーズに迅

速に応える運営を行うと共に、両社のシナジーにより１０億円以上の収益改善を目標に、



本事業の市場競争力を高める所存です。 

   なお、当社における当該株式譲渡の損益に与える影響はほとんどなく、５月１４日に発

表いたしました平成１７年３月期業績予想には織り込み済みであります。 

 

（１）  株式の譲渡先 

① 商 号  ：丸善石油化学株式会社 

② 代表者  ：取締役社長 小野 峰雄 

③ 本店所在地 ：東京都中央区八丁堀二丁目２５番１０号 

④ 主な事業内容 ：石油化学製品の製造・販売 

⑤ 当社との関係 ：丸善石油化学千葉コンビナートの一員として石油化学原料の供 

 給を受けております。 

 

以  上 


