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会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ
アルプスアルパイン株式会社（以下「アルプスアルパイン」といいます。
）は、本日開催の取締役会におい
て、アルプスアルパインの 100％出資の連結子会社であるアルパイン株式会社（以下「アルパイン」といい、
アルプスアルパインとアルパインを総称して「両社」といいます。
）より、アルパインの全事業（但し、
“アル
パイン”ブランドの市販ビジネスに関する商標権及び子会社株式等の保有・管理事業を除きます。以下「本承
継事業」といいます。
）を吸収分割（以下「本会社分割」といいます。
）にて承継することを決議し、本日、両
社の間で吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。
）を締結いたしましたのでお知らせいたしま
す。なお、本会社分割は 100％子会社の事業を承継する吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して
開示しています。
１．会社分割（吸収分割）の目的
アルプスアルパインは、2019 年１月経営統合後にカンパニー制をスタートし、2019 年４月 26 日に発表した
中期経営計画の中で“ITC101”を目標と掲げました。この中期経営計画に基づき One ALPSALPINE の推進に向
けた経営構造改革として、今年度より管理部門及びグローバル事業企画部門等の共通機能について人員を集中
させ、シナジー効果が期待される事業の一体運営を推進してまいりました。
そこで、
“ITC101”の目標の確実な達成に向けては更なる統合シナジーの発揮、加速が必要と判断し、その
基盤として One ALPSALPINE を進化させ、より効率的かつ機動的な運営を行うことを目的として、今回、アル
パインの本承継事業をアルプスアルパインに吸収分割により移管することといたしました。また、アルパイン
は、
“アルパイン”ブランドの市販ビジネスに関する商標権及び子会社株式等の保有・管理事業を行う会社と
して存続させることがグループ全体の企業価値をより高めることに繋がると判断しました。これらの取組みに
より、目標に掲げた“ITC101”を着実に達成してまいります。
※ITC101：Innovative T-shaped Company with 10% operating income margin and 1 trillion yen sales
（革新的 T 型企業、連結で営業利益率 10%・売上高 1 兆円の中長期達成目標）
２．会社分割（吸収分割）の要旨
(1)会社分割の日程
取締役会決議日 2019 年 10 月 30 日
契約締結日

2019 年 10 月 30 日

分割効力発生日 2020 年 ４月 １日（予定）
（注）本会社分割は、アルパインにおいては会社法第 784 条第１項に定める略式吸収分割に、アルプスアルパ
インにおいては会社法第 796 条第２項に定める簡易吸収分割にそれぞれ該当するため、いずれも株主総会によ
る決議は不要となっております。
(2)会社分割（吸収分割）の方式
アルプスアルパインを吸収分割承継会社、アルパインを吸収分割会社とする吸収分割であります。
(3)会社分割（吸収分割）に係る割当ての内容
本会社分割による株式の割当て、その他の金銭等の対価の交付はありません。

1

(4)会社分割（吸収分割）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
アルパインは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。
(5)会社分割（吸収分割）により増減する資本金
本会社分割に伴う資本金の変更はありません。
(6)承継会社が承継する権利義務
アルプスアルパインは、アルパインの効力発生日における本承継事業に関する資産、債務、その他の権利義
務のうち、本吸収分割契約において規定するものを承継いたします。
(7)債務履行の見込み
アルプスアルパインは、本会社分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務につき、履行の見込みに問題
はないものと判断しております。
３．会社分割（吸収分割）の当事会社の概要

（2019 年３月 31 日現在）

承継会社

分割会社

名称

アルプスアルパイン株式会社

アルパイン株式会社

所在地

東京都大田区雪谷大塚町１番７号

東京都大田区雪谷大塚町１番７号

代表者の役職･氏名

代表取締役 社長執行役員 CEO 栗山 年弘

代表取締役社長 米谷 信彦

事業内容

電子部品事業

音響機器事業

車載情報機器事業

情報・通信機器事業

物流事業
資本金

38,730 百万円

25,920 百万円

1948 年 11 月１日

1967 年５月 10 日

219,281 千株

61,999 千株

３月 31 日

３月 31 日

41,840 名（連結）

1,659 名（単体）

純資産

395,360 百万円

74,000 百万円

総資産

675,717 百万円

115,610 百万円

1,731.36 円

1,193.56 円

851,332 百万円（連結）

159,759 百万円（単体）

営業利益

49,641 百万円（連結）

-2,477 百万円（単体）

経常利益

43,605 百万円（連結）

6,136 百万円（単体）

親会社株主に帰属する

22,114 百万円（連結）

6,507 百万円（単体）

110.19 円

96.80 円

設立年月日
発行済株式数
決算期
従業員数
直前の経営成績及び財政状態

一株当たり純資産
売上高

当期純利益
一株当たり当期純利益
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） 14.08%
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED
CLIENT ACCOUNT 7.65%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口） 7.38%
JP MORGAN CHASE BANK 385151 3.01%
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM
CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD 2.85%
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
1300000 2.34%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式
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アルプスアルパイン株式会社 100%

会社（信託口５） 1.93%
資産管理サービス信託銀行株式会社（証
券投資信託口） 1.74%
三井生命保険株式会社 1.70%
STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY 505234 1.63%
（注）三井生命保険株式会社は、2019 年４月１日付で大樹生命保険株式会社に社名変更しています。
４．承継する事業部門の概要
(1)承継する部門の事業内容
音響機器事業、情報・通信機器事業
(2)承継する部門の経営成績（2019 年３月期実績）
売上高

159,759 百万円

営業利益

-2,477 百万円

経常利益

-1,682 百万円

(3)承継する資産、負債の項目及び金額（2019 年３月 31 日現在）

（単位：百万円）

資産

負債

項目

帳簿価格

項目

帳簿価格

流動資産

45,539

流動負債

39,008

固定資産

33,067

固定負債

1,652

合計

78,606

合計

40,661

５．会社分割（吸収分割後）後の状況
本会社分割によるアルプスアルパインの名称、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．連結子会社間の組織再編
アルプスアルパインの中期経営計画に掲げる“ITC101”達成に向けた、One ALPSALPINE の推進に向けた経
営構造改革に取組みにおいて、効率的かつ機動的な経営を目的として、本会社分割に併せて、一部の海外及び
国内の 100%子会社間での組織再編も行ってまいります。
７．今後の見通し
本吸収分割は 100％連結子会社との会社分割であるため、アルプスアルパインの連結業績への影響は軽微で
す。
（参考）
アルプスアルパイン当期連結業績予想（2019 年 10 月 30 日公表分）及び前期連結実績
連結売上高
当期業績予想
（2020 年 3 月期）
前期実績
（2019 年 3 月期）

連結営業利益

連結経常利益

（単位：百万円）
親会社株主に帰属
する当期純利益

859,000

48,500

40,500

22,500

851,332

49,641

43,605

22,114

以 上
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