
              

 
平成１８年７月１８日 

各  位 

                      会 社 名     東 洋 水 産 株 式 会 社              
                      代表者名 代表取締役社長  堤  殷 

（コード番号：２８７５ 東証第一部） 
                      問合せ先 経 理 部 長  及 川  雅 晴              

（ＴＥＬ：０３－３４５８－５０３５） 
 
 

株式交換による田子製氷株式会社の完全子会社化に関するお知らせ 

 
 当社と当社の連結子会社であります田子製氷株式会社（以下、「田子製氷」という。）は、平成 18
年７月18日開催の両社取締役会において、株式交換により当社が田子製氷を完全子会社（100％子会

社）とすることを決議し、株式交換契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 
 また、平成18年８月３日開催予定の田子製氷の臨時株主総会において株式交換契約書の承認を得た

上で、同年９月６日を株式交換の効力発生日とする予定であります。 
 

記 
 
１．株式交換による完全子会社化の目的 
 田子製氷は当社ブランドの鰹だしの素、削り節等の受託製造を行っており、完全子会社化すること

で一層の緊密な連携を図り、併せて事業環境の変化に迅速に対応できる体制を整え、グループ全体と

しての効率的な事業運営を行うためであります。 
  
２．株式交換の条件等 
 （１）株式交換の日程 
    平成18年  7月18日       株式交換契約書承認取締役会（両社） 
    平成18年  7月18日       株式交換契約書の締結（両社） 
    平成18年  8月  3日（予定）   株式交換契約書承認株主総会（田子製氷） 
    平成18年  9月  6日（予定）    株式交換効力発生日 
    平成18年10月上旬（予定）      株券交付日 
    (注）本件株式交換は、会社法第796条第３項（簡易株式交換）の規定に基づき、東洋水産に 

おいては株式交換契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行われるものでありま 
す。 

     
 （２）株式交換比率 

会社名 
東洋水産 

（完全親会社） 

田子製氷 

（完全子会社） 

株式交換比率 1 1.61 

   （注）1. 株式の割当比率 
          田子製氷の普通株式１株に対して、当社の普通株式1.61株を割当交付いたします。 



              
但し、当社が保有する田子製氷の普通株式537,173株については、割当交付いたしま 
せん。 

      
2. 株式交換比率の算定根拠 

         株式交換比率の算定は、朝日ビジネスソリューション株式会社（以下、「朝日ビジネ 
                 スソリューション」という。）に依頼し、その算定結果を参考にして、当事会社間で 
                 協議し、当該株式交換比率を決定いたしました。 
         なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合に 

は、当事会社間の協議により変更することがあります。 
 
        3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 
        朝日ビジネスソリューションは、株式交換比率の算定にあたり、当社については市場 
                株価法により、田子製氷については修正簿価純資産法による評価を行い、それらの結 

果を総合的に勘案し、株式交換比率を算定いたしました。 
 
       4. 株式交換により割当交付する株式数 
       普通株式  3,804,151株（全て当社が保有する自己株式を割当てます。） 
 
  （３）株式交換交付金 
    株式交換交付金の支払いはありません。 
 
３．株式交換の当事会社の概要 
                                  平成18年3月31日現在 

(1)商号 
東洋水産株式会社 

（完全親会社） 

田子製氷株式会社 

（完全子会社） 

(2)事業内容 食料品の製造販売、倉庫業 食料品の製造販売 

(3)設立年月日 昭和 28 年 3月 25 日 大正 8年 12 月 13 日 

(4)本店所在地 東京都港区港南二丁目 13 番 40 号 静岡県賀茂郡西伊豆町田子 1624 番地の 2 

(5)代表者 代表取締役社長 堤  殷 代表取締役社長 原口 稔英 

(6)資本金 18,969 百万円 379 百万円

(7)発行済株式数 （普通株式）110,881 千株 （普通株式）2,900 千株 

(8)株主資本 97,223 百万円 8,025 百万円

(9)総資産 171,448 百万円 11,762 百万円

(10)決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11)従業員数 1,531 名 76 名 

(12)主要取引先 一般顧客（個人及び事業法人等） 東洋水産株式会社 

(13)大株主及び 

  持株比率 

 

 

 

 

 

 

 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱     

(信託口)      8.4％

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱(信託口)   5.5％

田子製氷㈱           5.4％

㈱三井住友銀行         2.4％

あいおい損害保険㈱          2.3％

マルちゃん持株会        2.2％

ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ｼﾞｰｼｰｴﾑ       

ｸﾗｲｱﾝﾄ ｱｶｳﾝﾂ ｲｰ ｱｲｴｽｼﾞｰ       2.1％

東洋水産㈱            18.5％

東和エステート㈱         15.1％

森 和夫             15.0％

スルガ東洋㈱           12.1％

東友会                           11.0％

ユタカフーズ㈱                   10.3％

㈱三井住友銀行                    4.8％

 

 



              

(14)主要取引銀行 

 

 

 

 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

 

 

㈱三井住友銀行 

 

 

 

 

(15)当事会社の関係 

 

 

 

 

 

資本関係：東洋水産は田子製氷の発行済株式の 56.1％を保有（間接保有含む）しており

ます。 

人的関係：該当事項はありません。  

取引関係：東洋水産は田子製氷に対し、当社ブランドの鰹だしの素、削り節等の委託製

造などの取引関係があります。 

 

 
 
(16)最近３決算期間の業績 
                                         （単位：百万円） 

 
東洋水産株式会社 

（完全親会社） 

田子製氷株式会社 

（完全子会社） 

決算期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

売上高 212,839 214,124 218,558 1,880 1,754 1,637

営業利益 7,244 7,989 8,092 182 199 194

経常利益 8,015 8,388 8,910 271 284 280

当期純利益 4,679 5,197 6,952 179 260 184

1 株当たり 

当期純利益（円） 
42.10 47.21 63.17 61.04 89.53 63.35

１株当たり 

配当金（円） 
12.00 15.00 20.00 12.00 12.00 15.00

１株当たり 

株主資本（円） 
783.06 820.87 889.58 2,159.33 2,563.18 2,767.26

 
４．株式交換後の状況 
  本株式交換実施による、当事会社それぞれの、商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金に 
 変更はございません。 
 
５．会計処理の概要 
 （１）企業結合の会計上の分類 
    共通支配下の取引のうち少数株主との取引に該当いたします。 
 
 （２）損益の影響 
    当社の連結業績への影響は軽微であります。 
 
６．完全子会社となる会社の新株予約権又は新株予約権社債の取扱い 
  該当事項はありません。 
 
７．今後の見通し 
  田子製氷は、従来より当社の連結子会社であり、本株式交換実施に伴う当社の連結業績への影響

は軽微であります。 
 

以 上 


