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光学部品の生産技術の強化に向けた国内拠点の再編について 

（連結子会社との簡易吸収分割、連結子会社間の合併および吸収分割） 

当社は本日発表いたしました構造改革の方針の下、本日開催の取締役会決議を経て、当社および

当社の連結子会社を対象とした組織再編を行うこととし、契約を締結しましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。

また、当社の連結子会社同士の組織再編については適時開示基準に該当していないため参考情

報として開示するものであり、当社の会社分割は 100%子会社に事業を承継させる会社分割であ

るため、開示事項・内容を一部省略しております。

記 

１． 再編の背景・目的 

当社は構造改革の一環として、当社製品の優位性の中核を担う光学部品の生産技術の強化を目

的としたグループ内組織再編の検討を進めてまいりました。 

その結果として、当社およびグループ各社が保有する光学部品の生産機能を当社の連結子会社

である株式会社栃木ニコンに集約する事を決定いたしました。 

これにより、グループ全体で光学部品の生産技術の強化を図ると同時に効率を高めた生産体制を

構築し、Nikon 製品の競争力を最大限に高めることを目指します。 

２． 再編の概要 

当社 コアテクノロジー本部 製造技術統括部 レンズ部、および株式会社栃木ニコンプレシジョン

レンズ部が行っている事業を株式会社栃木ニコンが承継する吸収分割を行うとともに、株式会社黒

羽ニコンを消滅会社とし、株式会社栃木ニコンを存続会社とする吸収合併を行います。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

３．当社と株式会社栃木ニコンの会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程  

契約締結日 平成 28 年 11 月８日 

効力発生日 平成 29 年２月１日(予定) 

（注） 本会社分割は、当社については会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易吸収分割に該当する

ため、当社の株主総会による吸収分割契約の承認を得ることなく行います。 

 

（２）会社分割の方式 

当社を分割会社とし、株式会社栃木ニコンを承継会社とする吸収分割です。 

 

（３）会社分割に関する割当ての内容 

本会社分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。 
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（４）会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行する新株予約権の取扱いについて、本会社分割による変更はありません。 

なお当社は、現時点において新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（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 

承継会社は、分割会社が対象事業に関して有する資産、負債およびこれらに付随する権利義務を

承継します。（但し、吸収分割契約において承継しないと定めたものを除く。） 

なお、債務の承継は、重畳的債務引受の方法によります。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割において、分割会社および承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問

題はないと判断しております。 



（８）会社分割の当事会社の概要 

 分割会社 

（2016 年９月 30 日現在） 

承継会社 
（2016 年９月 30 日現在） 

（１） 名称 株式会社ニコン 株式会社栃木ニコン 

（２） 所在地 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号 栃木県大田原市実取 770 番地 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長  牛田 一雄 取締役社長  塩釜 吉晴 

（４） 事業内容 光学機械器具の製造、ならびに販売 交換レンズ、各種光学レンズ等

の製造 

（５） 資本金 65,475 百万円 363 百万円 

（６） 設立年月日 大正 6 年 7 月 25 日 昭和 22 年 7 月 30 日 

（７） 発行済株式数 400,878,921 株 6,935,000 株 

（８） 決算期 3 月 3 月 

（９） 大株主および持株比率 日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 

7.12%

株式会社ニコン 100%

 日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 

6.86%

 明治安田生命保険相互会社 4.87%

 日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口 9） 

2.12%

 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 1.84%

（10）財政状態および経営成績 平成 28 年 3 月期(連結) 平成 28 年 3 月期 

純資産 528,280 百万円 8,450 百万円

総資産 966,578 百万円 13,888 百万円

1 株当たり純資産 1,328.68 円 1,218.59 円

売上高 819,388 百万円 23,599 百万円

営業利益 31,698 百万円 1,005 百万円

経常利益 37,868 百万円 1,133 百万円

当期純利益（親会社株主に帰属

する当期純利益） 
18,254 百万円 741 百万円

１株当たり当期純利益 46.05 円 106.97 円

 

（９）分割又は承継する部門の事業内容 

当社 コアテクノロジー本部 製造技術統括部 レンズ部が行っている、光学部品および精密加工部

品の製造に関する業務 

 

（10）分割又は承継する部門の経営成績 

分割承継する部門は、ニコングループ内の光学部品の供給を業務としており、グループ外に対する

当該部門の経営成績はありません。 

 

(11)分割又は承継する資産、負債の金額(見込み) 

資産 3,727 百万円 

負債 2,331 百万円 

※上記金額は平成 28 年 9 月 30 日現在のもので、分割日までに変動することがあります。 

 



(12)会社分割後の分割会社の状況 

本会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変

更はありません。 

 

(13)会社分割後の承継会社の状況 

（１） 名称 株式会社栃木ニコン 

（２） 所在地 栃木県大田原市実取 770 番地 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長 中村 浩 

（４） 事業内容 交換レンズ、各種光学レンズ等の製造 

（５） 資本金 363 百万円 

（６） 決算期 3 月 

 

(14)今後の見通し 

本会社分割による当社業績への影響は、連結、個別ともに軽微です。 



（ご参考） 連結子会社間の組織再編 

１．株式会社栃木ニコンプレシジョンと株式会社栃木ニコンの会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

契約締結日 平成 28 年 11 月８日 

効力発生日 平成 29 年２月１日(予定) 

 

（２）会社分割の方式 

株式会社栃木ニコンプレシジョンを分割会社とし、株式会社栃木ニコンを承継会社とする吸収分割

です。 

 

（３）会社分割に関する割当ての内容 

本会社分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

 

（４）会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

株式会社栃木ニコンプレシジョンは、新株予約権および新株予約権付社債の発行を行っておりませ

ん。 

 

（５）会社分割の当事会社の概要 

 分割会社 

（2016 年９月 30 日現在） 

承継会社 
（2016 年９月 30 日現在） 

（１） 名称 株式会社栃木ニコンプレシジョン 株式会社栃木ニコン 

（２） 所在地 栃木県大田原市実取 760 番地 栃木県大田原市実取 770 番地 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長  喜多 久光 取締役社長  塩釜 吉晴 

（４） 事業内容 半導体／FPD 露光装置用ユニット、

投影レンズの製造 

交換レンズ、各種光学レンズ等の製

造 

（５） 資本金 425 百万円 363 百万円 

（６） 設立年月日 平成 19 年４月２日 昭和 22 年 7 月 30 日 

（７） 発行済株式数 8,500,000 株 6,935,000 株 

（８） 決算期 3 月 3 月 

（９） 大株主および持株比率 株式会社ニコン 100% 株式会社ニコン 100%

（10）財政状態および経営成績 平成 28 年 3 月期 平成 28 年 3 月期 

純資産 6,406 百万円 8,450 百万円

総資産 15,165 百万円 13,888 百万円

1 株当たり純資産 753.65 円 1,218.59 円

売上高 22,262 百万円 23,599 百万円

営業利益 1,346 百万円 1,005 百万円

経常利益 1,383 百万円 1,133 百万円

当期純利益 1,019 百万円 741 百万円

１株当たり当期純利益 119.93 円 106.97 円



(６）分割又は承継する部門の事業内容 

株式会社栃木ニコンプレシジョン レンズ部が行っている、半導体／FPD 露光装置用投影レンズ

の製造に関する業務 

 

２．株式会社黒羽ニコンと株式会社栃木ニコンの合併の要旨 

（１）合併の日程 

契約締結日 平成 28 年 11 月８日 

効力発生日 平成 29 年２月１日（予定） 

 

（２）合併の方式 

株式会社黒羽ニコンを消滅会社とし、株式会社栃木ニコンを存続会社とする吸収合併です。 

 

（３）合併に関する割当ての内容 

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

 

（４）合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

株式会社黒羽ニコンは、新株予約権および新株予約権付社債の発行を行っておりません。 

 

（５）合併の当事会社の概要 

 消滅会社 

（2016 年９月 30 日現在） 

存続会社 
（2016 年９月 30 日現在） 

（１） 名称 株式会社黒羽ニコン 株式会社栃木ニコン 

（２） 所在地 栃木県大田原市黒羽向町 1434 栃木県大田原市実取 770 番地 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長  高 下 昇 取締役社長  塩釜 吉晴 

（４） 事業内容 顕微鏡/測定機用対物レンズ、一般

光学部品の製造 

交換レンズ、各種光学レンズ等の製

造 

（５） 資本金 100 百万円 363 百万円 

（６） 設立年月日 昭和 49 年 7 月 1 日 昭和 22 年 7 月 30 日 

（７） 発行済株式数 200,000 株 6,935,000 株 

（８） 決算期 3 月 3 月 

（９） 大株主および持株比率 株式会社ニコン 100% 株式会社ニコン 100%

（10）財政状態および経営成績 平成 28 年 3 月期 平成 28 年 3 月期 

純資産 819 百万円 8,450 百万円

総資産 2,138 百万円 13,888 百万円

1 株当たり純資産 4,096.82 円 1,218.59 円

売上高 3,657 百万円 23,599 百万円

営業利益 160 百万円 1,005 百万円

経常利益 184 百万円 1,133 百万円

当期純利益 150 百万円 741 百万円

１株当たり当期純利益 750.93 円 106.97 円

 

以 上 


