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平成１６年１月２９日 
各各各各            位位位位    

会 社 名 日立キャピタル株式会社 
代表者名 執行役社長 村田 嘉一 
（コード番号：８５８６・東証第一部）

問合せ先 経営企画部門 ＣＩ・広報部長
小倉 昭夫 

(TEL：０３-３５０３-２１１８) 
    

会社分割による自動車ファイナンス事業の分社化のお知らせ会社分割による自動車ファイナンス事業の分社化のお知らせ会社分割による自動車ファイナンス事業の分社化のお知らせ会社分割による自動車ファイナンス事業の分社化のお知らせ    
 
 

当社は、平成１５年１０月１日を分割期日として東京都２３区内および神奈川県内で営む自動車
ファイナンス事業を分割しました。 
今般、その第二ステップとして、全国に展開しているオート支店のエリアを対象とする自動車フ
ァイナンス事業を分割し、当社の連結子会社である日立キャピタルオートリース株式会社に承継す
ることを決定しましたので、お知らせいたします。 

 
 

記 
 
１１１１....会社分割の目的会社分割の目的会社分割の目的会社分割の目的 
オートローン事業とオートリース事業を統合し、専門性の高い新たなビジネスモデルを構築する
ことによってお客様の多様なニーズにお応えすると共に、より付加価値の高い自動車ファイナンス
事業の展開を目指します。 
この統合により、中期経営計画において｢伸ばす事業｣と位置付けているオートリース事業を強力
に推進し、当社のコア事業の一つとして更なる成長を図ってまいります。 

 

２．会社分割の要旨２．会社分割の要旨２．会社分割の要旨２．会社分割の要旨    
（１）（１）（１）（１）    分割日程：分割日程：分割日程：分割日程：    

分割契約書承認取締役会   平成１６年１月２９日 
分割契約書調印日         平成１６年１月２９日 
分割契約書承認株主総会   平成１６年２月１６日（予定） 

（但し、日立キャピタルオートリース株式会社のみ） 
分割期日                 平成１６年４月  １日（予定） 
分割登記（承継会社）     平成１６年４月  １日（予定） 

（２）（２）（２）（２）    分割方式：分割方式：分割方式：分割方式：    
当社を分割会社とし、日立キャピタルオートリース株式会社を承継会社とする分社型吸収
分割方式を採用します。また、商法第 374 条ノ 22の規定に基づき、当社の株主総会の承認を
得ないこととします。 

（３）（３）（３）（３）    当該分割方式を採用した理由：当該分割方式を採用した理由：当該分割方式を採用した理由：当該分割方式を採用した理由：    
事業の統合による効率化が図られ、会社分割後も引き続き経営権を維持できる分社型吸収
分割方式を採用しました。 

（４）（４）（４）（４）    株式の割当：株式の割当：株式の割当：株式の割当：    
１．株式割当比率 

当社に、日立キャピタルオートリース株式会社の本分割に伴い発行する株式のすべてであ
る４,０００株を割当て、交付します。 
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２．株式割当比率の算定根拠 
日立キャピタルオートリース株式会社は当社の 100％子会社であり、かつ本分割は分社型
（物的分割）のため、当社の純資産額が分割前後において変化せず、当社の株主にも直接
影響を与えません。従いまして、両社協議の上割当株数を決定しております。 

３．第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠 
第三者機関による算定は実施しておりません。 

（５）（５）（５）（５）    分割交付金：分割交付金：分割交付金：分割交付金：    
分割交付金の支払はありません。    

（６）（６）（６）（６）    承継会社が承継する権利義務：承継会社が承継する権利義務：承継会社が承継する権利義務：承継会社が承継する権利義務：    
日立キャピタルオートリース株式会社は分割期日において、当社のオートファイナンス事

業に係る資産、負債、契約上の地位等を引き継ぎます。 
（７）（７）（７）（７）    債務履行の見込み：債務履行の見込み：債務履行の見込み：債務履行の見込み：    

本件分割により、当社および承継会社の負担すべき債務履行の見込みはあると判断してお
ります。 
 

３３３３....分割当事会社の概要分割当事会社の概要分割当事会社の概要分割当事会社の概要    
 

（平成１5年３月 3１日現在）    
（１）商（１）商（１）商（１）商                号号号号    日立キャピタル株式会社 

（分割会社） 
日立キャピタルオートリース株
式会社（承継会社） 

（２）事業内容（２）事業内容（２）事業内容（２）事業内容    金融サービス業 自動車のリース・レンタル、個
人向オートリース 

（３）設立年月日（３）設立年月日（３）設立年月日（３）設立年月日    昭和３２年９月 10日 平成元年 10月 1日 
（４）本店所在地（４）本店所在地（４）本店所在地（４）本店所在地    東京都港区西新橋二丁目 

15番 12号
東京都港区新橋五丁目 

22番 10号
（５）代（５）代（５）代（５）代    表表表表    者者者者    
((((平成平成平成平成 16161616 年年年年 1111 月月月月 29292929 日現在日現在日現在日現在))))    

執行役社長 村田 嘉一 取締役社長 石田 好文 

（６）（６）（６）（６）資本金資本金資本金資本金    94億 59百万円 1億円 
（７）発行済株式総数（７）発行済株式総数（７）発行済株式総数（７）発行済株式総数    134,191,626 株 2,000 株 
（８）株主資本（８）株主資本（８）株主資本（８）株主資本    206,647百万円              1,521百万円 
（９）総（９）総（９）総（９）総    資資資資    産産産産    1,717,989百万円             54,147百万円 
（（（（10101010）決）決）決）決    算算算算    期期期期    ３月 31日 ３月 31日 
（（（（11111111）従業員数）従業員数）従業員数）従業員数    2,125名              136名 
（（（（12121212）主要取引先）主要取引先）主要取引先）主要取引先    企業及び一般消費者 企業及び一般消費者 
（（（（13131313）大株主及び持株比率）大株主及び持株比率）大株主及び持株比率）大株主及び持株比率    
    

株式会社日立製作所（50.11％） 日立キャピタル株式会社 
（100.00％）

（（（（14141414）主要取引銀行）主要取引銀行）主要取引銀行）主要取引銀行    株式会社みずほ銀行 
株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 
株式会社ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほ銀行 

資本関係 当社の 100％出資会社 

人的関係 
 

当社の役員３名および従業員１名が、承継会社の 
役員を兼務 

    
（（（（15151515）当事会社の関係）当事会社の関係）当事会社の関係）当事会社の関係    
((((平成平成平成平成 16161616 年年年年 1111 月月月月 29292929 日現在日現在日現在日現在) ) ) )     

取引関係 
 

営業用車両のクレジット販売および事務用機器等
のリースならびにリース業務の一部受託 
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（（（（16161616）最近３決算期間の業績）最近３決算期間の業績）最近３決算期間の業績）最近３決算期間の業績    
 日立キャピタル株式会社（分割会社） 
決算期 平成 13年３月期 平成 14年３月期 平成 15年３月期 
営業収益 82,802百万円 93,597百万円 81,331百万円 
営業利益 23,250百万円 24,508百万円 15,760百万円 
当期純利益 13,209百万円 8,586百万円 7,022百万円 
１株当たり当期純利益 104.57円 63.98円 52.33円 
１株当たり配当金 33.00円 34.00円 32.00円 
１株当たり株主資本 1,557.05円 1,585.35円 1,605.16円 

 
 日立キャピタルオートリース株式会社（承継会社） 
決算期 平成 13年３月期 平成 14年３月期 平成 15年３月期 
営業収益 1,969百万円 2,481百万円 2,731百万円 
営業利益 433百万円 772百万円 1,051百万円 
当期純利益 258百万円 441百万円 563百万円 
１株当たり当期純利益 129,005円 220,675円 274,425円 
１株当たり配当金 12,500円 22,000円 56,500円 
１株当たり株主資本 333,306円 531,982円 760,658円 

（注）日立キャピタルオートリース株式会社の売上高を当社の会計処理基準に組替えております。 
 

４．分割する事業部門の内容４．分割する事業部門の内容４．分割する事業部門の内容４．分割する事業部門の内容    
（１）（１）（１）（１）    事業の内容：事業の内容：事業の内容：事業の内容：    

オート支店で営む自動車ファイナンス事業。 
    
（２）（２）（２）（２）    自動車ファイナンス事業部門の経営成績（平成自動車ファイナンス事業部門の経営成績（平成自動車ファイナンス事業部門の経営成績（平成自動車ファイナンス事業部門の経営成績（平成 15151515年年年年 10101010月～月～月～月～12121212月の月の月の月の 3333ヶ月合計）：ヶ月合計）：ヶ月合計）：ヶ月合計）：    

 自動車ファイナンス事業部門（ａ） 当社実績（ｂ） 比率（ａ/ｂ）
営業収益 1,549百万円 18,936百万円 8.2 ％

 
（３）（３）（３）（３）    分割資産、負債の項目および金額（平成１分割資産、負債の項目および金額（平成１分割資産、負債の項目および金額（平成１分割資産、負債の項目および金額（平成１5555年年年年 12121212月３１日現在）：月３１日現在）：月３１日現在）：月３１日現在）：    

資  産 負  債 
項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

資産  29,774百万円 負債 
資本 

25,334百万円 
4,440百万円 

合 計 29,774百万円 合 計 29,774百万円 
    
５．分割後の当社の状況５．分割後の当社の状況５．分割後の当社の状況５．分割後の当社の状況    

商号、事業内容、本店所在地、代表者および決算期の変更はありません。また、本件における
資本金の減少はありません。 
なお、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 
 

以   上  


