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２００６年５月１１日

同和鉱業株式会社

ＤＯＷＡニュース

同和鉱業が「DOWA ホールディングス㈱」に

－ 持株会社制を導入し､新たな改革のステージへ －

当社（東京都千代田区外神田四丁目 14 番１号、資本金３６４億円、社長 吉川廣和）は、本日開催された

取締役会において、2006 年 10 月 1 日より、製錬、環境･リサイクル、電子材料、金属加工、熱処理の５つの

コア事業部門を会社分割により分社し、「DOWA ホールディングス株式会社」（新商号）として、分社した承

継会社の全株式を保有する持株会社へ移行することを決議し、2006 年 6 月 28 日に行なわれる定時株主総会

に付議することといたしました。

１．持株会社制移行の目的

当社は 2000 年 4 月からの事業構造改革で、“選択と集中”による筋肉質な企業体質づくりと、４つのコア

ビジネス（製錬、環境･リサイクル、電子材料・金属加工、熱処理）による強固な収益基盤づくりに取組み、

順調かつ着実に成果をあげてまいりました。本年 4 月からは新たな 3 ヵ年の中期経営計画「事業構造改革Ⅲ

～Jump up to the New Stage～」がスタートし、「改革の目標レベルをさらに引上げ、未踏の領域に挑戦」

をスローガンに、更なる飛躍を目指すビジョンを掲げています。事業構造改革Ⅲには、これまで以上に積極

的かつ大胆な施策を盛り込んでおり、各事業が夫々のマーケットのフロントランナーとして国内外での競争

に勝ち残ることを目指しています。

持株会社制への移行は、こうした事業構造改革Ⅲのハイレベルな目標を実現するための重要な施策と位置

づけています。当社から上記事業を引継ぐ事業会社（５社）は市場の最前線で顧客ニーズをより敏感に捉え、

権限を持って迅速な意思決定を行なうとともに、事業特性に応じて柔軟かつ大胆な事業運営を実施していき

ます。また持株会社は、グループとしての最適な事業ポートフォリオを構築し、グループの持続的成長によ

る企業価値の最大化を図っていきます。

２．持株会社制による組織の概要

持株会社制の導入により、2006 年 10 月 1 日より、グループの組織体制は次のとおりとなります。（別添資

料参照）

(1) 持株会社

当社は、同和鉱業㈱から「DOWA ホールディングス㈱」と商号変更し､当社グループの持株会社とし

て引き続き上場を維持します。「DOWA ホールディングス㈱」はグループ全体戦略の策定・推進、経営

資源の最適配分、コンプライアンス等を行なう戦略機能を担います。

(2) 事業会社

現行、当社の事業部門である５つの社内カンパニーは､次のとおり、当社の 100%子会社に吸収分割に

より承継され、持株会社が 100％の株式を保有する事業会社となります。（事業会社５社体制）

① メタルズカンパニーの製錬事業は､当社の 100%子会社の「DOWA メタルマイン㈱」となります。

② エコビジネス＆リサイクルカンパニーの環境･リサイクル事業は、当社の 100%子会社の「DOWA エコ

システム㈱」となります。

③ エレクトロニクスマテリアルズカンパニーの電子材料事業は、当社の 100%子会社の「DOWA エレク

トロニクス㈱」となります。
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④ メタルプロセシングカンパニーの金属加工事業は、当社の 100%子会社の「DOWA メタルテック㈱」

となります。

⑤ THT サーモカンパニーの熱処理事業は、当社の 100%子会社の「DOWA サーモテック㈱」となります。

(3) 事業子会社（当社生産工場の分社）

現行、社内カンパニー内にある当社の各生産工場は、事業会社の生産部門として吸収分割により分社

され、それぞれを所管することになる事業会社を通じて持株会社が間接的に 100％の株式を保有する事

業子会社（持株会社の孫会社）となります。

① エコビジネス＆リサイクルカンパニー所管の岡山クリーンワークスは、「DOWA エコシステム㈱」の

100%子会社の「エコシステム山陽㈱」となります。

② エコビジネス＆リサイクルカンパニー所管の岡山工場リサイクル課は、「DOWA エコシステム㈱」の

100%子会社の「エコシステム岡山㈱」となります。

③ エレクトロニクスマテリアルズカンパニー所管の岡山工場（リサイクル課を除く）は、「DOWA エレク

トロニクス㈱」の 100%子会社の「DOWA エレクトロニクス岡山㈱」となります。

④ メタルプロセシングカンパニー所管の塩尻工場は、「DOWA メタルテック㈱」の 100%子会社の「DOWA

パワーデバイス㈱」となります。

⑤ THT サーモカンパニー所管の製造本部は、「DOWA サーモテック㈱」の 100%子会社の「DOWA サー

モエンジニアリング㈱」となります。

(4) 事業サポート会社

経理､資材､システム､生産技術､知財､分析等のグループ横断的な共通機能部門については、2006 年 4

月 1 日付けで、事務管理業務や技術サポート業務を行なうシェアドサービス企業（サポート会社）に機

能を移管しており、グループ各社に効率の高いサービス提供を行います。

３．会社分割の概要

(1) 日程

分割契約書承認取締役会 2006 年 5 月 16 日（予定）

分割契約書締結 2006 年 5 月 16 日（予定）

分割契約書承認定時株主総会 2006 年 6 月 28 日（予定）

分割の効力発生日 2006 年 10 月 1 日（予定）

分割登記日 2006 年 10 月 2 日（予定）

(2) 会社分割の方式

①分割方式

第１ステップとして、2006 年 10 月 1 日付けで、当社を分割会社として、当社の 100％子会社である「エ

コシステム山陽㈱」、「エコシステム岡山㈱」、「DOWA エレクトロニクス岡山㈱」、「DOWA パワーデバイ

ス㈱」、「DOWA サーモエンジニアリング㈱」をそれぞれ承継会社とする吸収分割を行います。

第 2 ステップとして、同日付けで、当社を分割会社として、当社の 100%子会社である「DOWA メタル

マイン㈱」、「DOWA エコシステム㈱」、「DOWA エレクトロニクス㈱」、「DOWA メタルテック㈱」、「DOWA

サーモテック㈱」をそれぞれ承継会社とする吸収分割を行います。この第 2 ステップの吸収分割において、

「DOWA エコシステム㈱」は「エコシステム山陽㈱」株式及び「エコシステム岡山㈱」株式を、「DOWA

エレクトロニクス㈱」は「DOWA エレクトロニクス岡山㈱」株式を、「DOWA メタルテック㈱」は「DOWA

パワーデバイス㈱」株式を、「DOWA サーモテック㈱」は「DOWA サーモエンジニアリング㈱」株式を、

それぞれ承継し、これらの会社を傘下におさめる予定です。
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②当分割方式の採用理由

許認可登録等の手続、権利義務の承継手続きの簡便さ等を総合的に勘案し、円滑に承継できる吸収分割

型の会社分割を採用しました。

(3) 株式の割当

｢DOWA メタルマイン㈱｣、｢DOWA エコシステム㈱｣、｢DOWA エレクトロニクス㈱｣、｢DOWA メタル

テック㈱｣、｢DOWA サーモテック㈱｣の 5 社への吸収分割に際しては、それぞれ普通株式 19,800 株を発行

し、その全てを分割会社である当社に割り当てます（吸収分割に際して、これらの株式を当社が株主に現

物配当することはいたしません）。

｢エコシステム山陽㈱｣、｢エコシステム岡山㈱｣、｢DOWA エレクトロニクス岡山㈱｣、｢DOWA パワーデ

バイス㈱｣、｢DOWA サーモエンジニアリング㈱｣の 5 社への吸収分割に際しては、それぞれ普通株式 1,800

株を発行し、その全てを分割会社である当社に割り当てます（吸収分割に際して、これらの株式を当社が

株主に現物配当することはいたしません）。なお当社に割り当てられた当該 5社の株式については､上記 3(2)

①で述べたとおり、当社の｢DOWA エコシステム㈱｣、｢DOWA エレクトロニクス㈱｣、｢DOWA メタルテッ

ク㈱｣、｢DOWA サーモテック㈱｣の 4 社へ承継されます。

(4) 承継会社が承継する権利義務

各承継会社が当社から承継する権利義務は、分割の効力発生日における分割対象事業に関する一切の資

産、負債及びこれらに付随する権利義務、契約上の地位等（但し、別途、承継させない権利義務を吸収分

割契約書で定める予定です）とします。

(5) 債務の引継ぎの方法

承継会社に承継させる債務については、当社が併存的に債務引受を行ないます。

(6) 債務履行の見込み

会社分割後に当社及び各承継会社が各々負担すべき債務の履行の見込について、2006 年 3 月末現在の貸

借対照表をもとに、分割の効力発生日時点までの変動要因を加味した上で検討いたしました。当社及びい

ずれの承継会社についても、会社分割後の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれ、会社分割後の事

業活動において各社の負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生も現在予測されていないことから、

上記債務の履行の見込があるものと判断いたしました。

(7) 承継会社に新たに就任する役員

決定次第、速やかに公表いたします。

４．業績に与える影響

持株会社制導入による直接的影響は軽微であり、2006 年度業績予想（連結）については変更ありません。

以 上

この件に関するお問い合わせ先

同和鉱業株式会社 コーポレートスタッフ広報部門 担当 富川、稲葉

ＴＥＬ．０３－６８４７－１１０６ ＦＡＸ．０３－６８４７－１１２１

ホームページアドレス：http://www.dowa.co.jp/
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【分割実施前】

【分割実施後】

（メタルズカンパニー承継会社） （岡山ｸﾘｰﾝﾜｰｸｽ承継会社）
資本金：10億円 資本金：1億円

（ｴｺﾋﾞｼﾞﾈｽ&ﾘｻｲｸﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ承継会社） （岡山工場ﾘｻｲｸﾙ課承継会社）
資本金：10億円 資本金：1億円

（ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾏﾃﾘｱﾙｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ承継会社） （岡山工場承継会社）
資本金：10億円 資本金：1億円

（メタルプロセシングカンパニー承継会社） （塩尻工場承継会社）
資本金：10億円 資本金：1億円

（THTサーモカンパニー承継会社） （THTｻｰﾓ製造工場承継会社）
資本金：10億円 資本金：1億円

製造・開発・プラント技術、分析・品証・知財
に関するサポート

融資、経理、システム、資材調達など
グループ事務機能のサポート

持株会社制の導入によるグループ組織体制

同和鉱業株式会社

DOWAホールディングス㈱

DOWAメタルマイン㈱

DOWAエコシステム㈱

DOWAエレクトロニクス㈱

DOWAメタルテック㈱

DOWAサーモテック㈱

エコシステム山陽㈱

エコシステム岡山㈱

同和テクノロジー㈱

DOWAエレクトロニクス岡山㈱

DOWAパワーデバイス㈱

DOWAｻｰﾓｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

（同和鉱業㈱を改称）

100％株式保有 100％株式保有

㈱ドウワ・マネジメント・サービス

同和テクノロジー㈱

㈱ドウワ・マネジメント・サービス

メタルズカンパニー

ｴｺﾋﾞｼﾞﾈｽ&ﾘｻｲｸﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾏﾃﾘｱﾙｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ

メタルプロセシングカンパニー

ＴＨＴサーモカンパニー

岡山クリーンワークス

岡山工場リサイクル課

岡山工場

塩尻工場

製造本部
（横浜工場他､製造工場を含む）


