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2021年 7月 8日 

 

各 位  

会 社 名  エア・ウォーター株式会社 

代表者名 代表取締役会長 豊田 喜久夫 

 （コード番号：4088  東証第一部、札証） 

問合せ先 上席執行役員 

 広報・IR部長 井上 喜久栄 

（TEL．06-6252-3966） 

 

 

当社と完全子会社間の会社分割（無対価での吸収分割）に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、2021年 10月 1日を効力発生日として、当社ケミカル

カンパニー内の電材開発事業部を会社分割（吸収分割）により、当社の完全子会社であるエア・

ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社（以下、AWパフォーマンスケミカル）に承継させ

ること（以下、本会社分割）を決議し、本日付で吸収分割契約を締結しましたので、お知らせい

たします。 

 なお、本会社分割は、当社の完全子会社が承継会社となる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。 

 

 

１．本会社分割の目的 

  当社グループでは、ケミカル関連事業の構造改革として、電子材料分野を中核とした機能化

学品事業の強化を進めています。今般、当社グループ各社が展開するケミカル事業を当社が

新たに設立した新会社である AW パフォーマンスケミカルに統合し、それぞれが保有する低誘

電ポリイミド樹脂原料や光増感剤用途のキノン誘導品といった電子材料関連の技術資源と顧客

基盤を最大活用して新たな電子材料の開発を加速することで、今後の事業成長の柱として育成

することといたしました。 

本会社分割は、その事業統合の一環として当社の電材開発事業部を AW パフォーマンスケミ

カルに承継させるものです。 

なお、ケミカル事業の統合に関する詳細につきましては、次のニュースリリースをご参照く

ださい。 

・2021年 2月 10日付 

「ケミカル関連事業における新会社を設立し、連結子会社を統合」 

  ・2021年 7月 8日（本日）付 

      「ケミカル関連 新会社「エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル（株）」設立手続 

き完了のお知らせ」 
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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    2021年 7月 8日 

    吸収分割契約締結日       2021年 7月 8日 

    本会社分割の効力発生日     2021年 10月 1日（予定） 

※本会社分割は、当社においては第 784条第 2 項に規定する簡易分割であり、AWパフ

ォーマンスケミカルにおいては会社法第 796条第 1項に規定する略式分割に該当する

ため、それぞれ吸収分割契約の承認に係る株主総会は開催いたしません。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社を吸収分割会社とし、AW パフォーマンスケミカルを吸収分割承継会社とする吸収

分割により行います。 

 

（３）本会社分割に係る割当ての内容 

    本会社分割は、当社と当社の完全子会社である AWパフォーマンスケミカルとの間で無 

対価にて実施します。 

 

（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）本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 

    AW パフォーマンスケミカルは、本会社分割の効力発生日において、当社の電材開発事

業部に関する資産、負債並びに契約上の地位に基づく権利義務を承継いたします。（ただし、

以下の項目を除く） 

   ・ 資産のうち、「営業債権及びその他の債権」 

   ・ 負債のうち、「流動負債」 

   ・ 権利義務のうち、「雇用契約」 

 

（７）債務履行の見込み  

    本会社分割の効力発生日以降における当社及び AW パフォーマンスケミカルが負担すべ

き債務につきましては、履行の見込みに問題はないものと判断しております。 
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３．本会社分割の当事会社の概要 

 

 分割会社 

（2021年 3月 31日現在） 

承継会社 

（2021年 7月 1日現在） 

（１）名称 エア・ウォーター株式会社（当社） エア・ウォーター・パフォーマン

スケミカル株式会社 

（２）所在地 大阪市中央区南船場二丁目 12番

8号 

川崎市幸区大宮町 1310番 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 豊田 喜久夫 代表取締役社長 堀 靖 

（４）事業内容 産業ガス、ケミカル、医療、 エ

ネルギー、農業・食品関連等の製

品の開発、製造及び販売 

石油化学製品、無機化学工業製

品、炭素製品、食品添加物等の開

発、製造及び販売 

（５）資本金 55,855百万円 100百万円 

（６）設立年月日 1929年 9月 24日 2021年 7月 1日 

（７）発行済株式数  229,755,057株 2,000株 

（８）決算期 3月 31日 3月 31日 

（９）大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）     9.03% 

エア・ウォーター株式会社 

             100.00% 

 株式会社日本カストディ銀行

（信託口）           7.76% 
－ 

 

 

三井住友信託銀行株式会社 

3.47% 

－ 

－ 

 日本製鉄株式会社       3.02% － 

 株式会社三井住友銀行   2.74% － 

 エア・ウォーター取引先持株会 

2.43% 
－ 

 株式会社北洋銀行    2.00% － 

 株式会社北海道銀行   1.80% － 

 全国共済農業協同組合連合会 

1.70% 
－ 

 大阪ガスリキッド株式会社 

1.66% 
－ 
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※1 エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社は、2021年 7月 1日に新たに  

 設立された会社であり、確定した最終事業年度はありません。 

※2 当社の大株主の持株比率は、自己株式（968,159株）を控除して計算しています。 

※3 当社の連結決算は国際会計基準（IFRS）を採用しており、「経常利益」に該当する

項目がないため、記載を省略しています。 

 

４．分割する事業部門の概要 

 （１）分割する部門の事業内容 

    電子材料、医農薬、炭素材料等の機能化学品の開発、製造及び販売 

 

 （２）分割する部門の経営成績 

    売上収益（2021年 3月期） 

                                                         （単位：百万円） 

分割する事業の売上収益

（A） 

分割会社の売上収益（連結） 

（B） 

比率 

（A / B） 

6,386 806,630 0.79% 

 

 

 

 

 

 

（10）直前事業年度の経営成

績及び財政状態 

2021年 3月期 

（連結、国際会計基準） 
－ 

 

 

親会社の所有者に帰属

する持分／純資産 
377,265百万円 100百万円 

資産合計／総資産 926,821百万円 100百万円 

1 株当たり親会社所有

者帰属持分／1 株当た

り純資産 

1,606.46円 － 

売上収益／売上高 806,630百万円 － 

営業利益 51,231百万円 － 

経常利益 － － 

税引前当期利益／税引

前当期純利益 
49,651百万円 － 

親会社の所有者に帰属

する当期利益／当期純

利益 

32,082百万円 － 

基本的 1 株当たり当期

利益／1 株当たり当期

純利益 

141.82円 － 
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 （３）分割する資産、負債の項目及び金額（2021年 3月 31日現在） 

（単位：百万円） 

資産 負債 

流動資産 3,127 流動負債 － 

非流動資産 7 非流動負債 2 

合計 3,135 合計 2 

 

５．本会社分割後の状況 

   本会社分割後の当社及び AWパフォーマンスケミカルの名称、所在地、代表者の役職・氏 

名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。 

 

６．今後の見通し 

   本会社分割は当社の完全子会社が承継会社でありますので、当社の連結業績に与える影響 

  は軽微であります。 

 

（参考）当期連結業績予想（2021年 5月 12日公表分）及び前期連結業績 

          （単位：百万円） 

 
売上収益 営業利益 

親会社の所有者に 

帰属する当期利益 

当期業績予想 

（2022年 3月期） 
880,000 58,000 36,000 

前期実績 

（2021年 3月期） 
806,630 51,231 27,367 

 

 

  以 上 


