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　当社は、平成１８年１１月２１日開催の当社取締役会において、来る平成１９年４月１日を効力発生日として、

当社の１００％連結子会社である東部冷蔵食品株式会社（以下東部冷蔵食品という）を存続会社とする当社

１００％連結子会社である西部冷蔵食品株式会社（以下西部冷蔵食品という）との合併、及び東部冷蔵食品

を承継会社とする当社の冷蔵倉庫事業部門の会社分割によるグループ内冷蔵倉庫事業部門の組織再編に

ついて決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

１． 組織再編の目的

グループ内の冷蔵倉庫事業部門を統合・一元管理することで、各社が持つ機能、ノウハウの効率的活

用とローコストオペレーションを実現し、競争力を高め、地域顧客の掘り起こしや広域顧客の獲得による

収益の拡大と安定化を目指して参ります。

２． 組織再編の内容

①東部冷蔵食品を存続会社とする東部冷蔵食品と西部冷蔵食品の合併を行う。

②東部冷蔵食品を承継会社とする当社の冷蔵倉庫事業部門の会社分割を行う。

③合併及び会社分割に伴って東部冷蔵食品が発行する株式は、全て親会社である当社に割当てる。

３． 当社会社分割の要旨

（１）会社分割の日程（予定）

　　分割契約書承認取締役会 平成１８年１１月２１日

　　分割契約書締結日 平成１８年１１月２１日

　　分割契約書承認株主総会 会社法第７８４条第３項の定めにより、分割契約書

の承認に株主総会決議は要しません。

　　分割期日 平成１９年４月１日（予定）

　　分割登記日 平成１９年４月２日（予定）

（２）分割方式

　　①分割方式

　　　当社を分割会社とし、当社の１００％連結子会社である東部冷蔵食品を承継会社とする分社型吸

　　　収分割（簡易分割）です。

　　②当該方式を採用した理由

　　　冷蔵倉庫事業部門は当社グループにとって重要なセグメントの一つなので、円滑な事業の承継

　　　ができる当該方式を採用いたしました。

　　　１

グループ内の冷蔵倉庫事業部門の組織再編による統合について  



（３）株式の割当

　　　　東部冷蔵食品が発行する株式は、その全てを当社に割り当てます。

（４）分割交付金

　　　　分割交付金の支払はありません。

（５）承継会社が承継する権利義務

　　　　東部冷蔵食品は、分割期日前日において当社が冷蔵倉庫事業部門の営業のために有する一切

　　　　の権利義務を承継いたします。

（６）債務履行の見込み

　　　　分割期日以降において弁済期が到来する当社及び東部冷蔵の債務につきましては、いずれも

　　　　履行の見込みに問題はないと判断いたしました。

４． 当社連結子会社間の合併の要旨

（１）吸収合併の日程（予定）

　　合併契約書締結日 平成１８年１１月２１日

　　合併承認臨時株主総会 平成１８年１１月２７日（予定）

　　合併期日 平成１９年４月１日（予定）

　　合併登記日 平成１９年４月２日（予定）

（２）合併方式

　　東部冷蔵食品を存続会社とする吸収合併方式とし、西部冷蔵食品は解散する予定であります。

５． 当事会社の概要は別紙の通りです。

６． 分割する事業部門の内容

（１）冷蔵倉庫事業部門の内容

　　　　水産物、農畜産物及び冷凍食品等の冷蔵保管事業

（２）冷蔵倉庫事業部門の平成１８年３月期における経営成績

比率(ａ/ｂ)

売上高  　１．０％

営業利益  １７．０％

経常利益  　５．９％

（３）譲渡資産、負債の項目及び金額（平成１８年３月３１日現在）

項　　目 項　　目

流動資産 負　　債

固定資産

合　　計 合　　計

７． 組織再編後の当社の状況

（１）商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期

　　　「別紙当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

（２）総資産

　　　東部冷蔵食品に承継をする資産の金額相当額が減少します。

　　　２

　冷蔵倉庫事業部門(ａ)

　　　資　　　　　産

　　　３，２７８　百万円

　　　　　５６６　百万円

　　　　　３３６　百万円

　３３１，７７１　百万円

　　　３，３２７　百万円

　　　５，７２０　百万円

当社平成18年3月期実績(ｂ)

　　　負　　　　　債

帳 簿 価 格 帳 簿 価 格

８，１５０　百万円　　　　　４０６　百万円

　　　７，７４４　百万円

　　　８，１５０　百万円 ８，１５０　百万円



（３）業績に与える影響

　　　①連結業績に与える影響

　　　　東部冷蔵食品及び西部冷蔵食品は、当社の１００％連結子会社であり、連結業績に与える

　　　　影響はありません。

　　　②単独業績に与える影響

　　　　分割前に比べ、平成２０年３月期の売上高は約３５億円、営業利益は約７億円減少する見込

　　　　みであります。

８． グループ組織再編による承継会社の概要

（１）分割承継、合併存続会社（予定）

①商号 東部冷蔵食品株式会社 日水物流株式会社(仮称)に

社名変更予定

②事業内容 冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫業

③設立年月日 昭和５４年８月１０日 昭和５４年８月１０日

④本店所在地 東京都八王子市北野町 東京都港区に変更予定

⑤代表者 代表取締役社長　水上二郎 代表取締役社長 御手洗一宇

⑥資本金 　　　　　　１２４百万円　

⑦発行済株式総数 　　　　　　　２０４千株

（分割、合併により普通株

　式3,796千株を発行し、そ

　の全てを割り当てます。)

⑧株主資本 　　　　１，４１７百万円

⑨総資産 　　　　４，００６百万円 　　　１８，０００百万円

⑩決算期

⑪従業員数

⑫主要取引先 日本水産（株） 日本水産（株）

（株）ｷｭｰｿｰ流通ｼｽﾃﾑ （株）ｷｭｰｿｰ流通ｼｽﾃﾑ

　ケイ低温フーズ（株）

⑬株主及び持株比率 日本水産（株）１００％ 日本水産（株）１００％

（注）東部冷蔵食品株式会社の西部冷蔵食品株式会社との合併及び当社の会社分割承継後

　　　の内容であります。

（２）会社分割、合併承継会社に就任する役員

代表取締役　　会長執行役員　水上　二郎 （現東部冷蔵食品㈱代表取締役社長）

代表取締役　　社長執行役員　御手洗一宇 （現日本水産㈱取締役ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ事業部長）

取　 締 　役　　専務執行役員　諫山　忠則 （現西部冷蔵食品㈱代表取締役社長）

　　以　上

　　　３

平成１８年３月３１日現在 平成１９年４月１日以降(注)

５５９番地の６　　　　

 ２，０００百万円（予定）

　 ４，０００千株（予定）

 ４，４５０百万円（予定）

３月３１日３月３１日

１７２名 約３６０名



【別  紙】
   当事会社の概要 平成１８年３月３１日

①商　　号 日本水産株式会社 東部冷蔵食品株式会社 西部冷蔵食品株式会社

   　　(分割会社) （分割承継、合併存続会社） 　　（合併消滅会社）

②事業内容 水産事業他 冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫業
③設立年月日 昭和１８年３月３１日 昭和５４年８月１０日 昭和５３年４月２８日
④本店所在地 東京都千代田区大手町 東京都八王子市北野町 福岡県福岡市東区箱崎

　　　　二丁目６番２号 　　　　５５９番地の６ 　ふ頭６丁目１０番７号
⑤代表者 垣 添 直 也 水 上 二 郎 諫 山 忠 則
⑥資本金 　　　　 23,729 百万円 　　　　    124 百万円 　　　　    450 百万円
⑦発行済株式総数 　　　　　277,210 千株 　　　　　    204 千株 　　　　　    900 千株
⑧株主資本 　　　　 77,734 百万円 　　　　  1,417 百万円 　　　　  1,212 百万円
⑨総資産 　　　　250,905 百万円 　　　　  4,006 百万円 　　　　  5,876 百万円
⑩決算期 　　　　　　３月３１日 　　　　　　３月３１日 　　　　　　３月３１日
⑪従業員数               1,174 名                 172 名                 129 名
⑫主要取引先 （株）ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ 日本水産（株） 日本水産（株）

イオン（株）、(株)大水 (株)ｷｭｰｿｰ流通ｼｽﾃﾑ
⑬大株主及び 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ 日本水産（株）　　100% 日本水産（株）　　100%
　　　持株比率   　　信託銀行（株）7.4%

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ

  　　信託銀行（株）6.3%

(株)みずほ

　  　ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行　 4.9%

(株)損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ　3.7%

持田製薬(株)　　　　2.8%

⑭主要取引銀行  (株)みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行  (株)みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行  (株)みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行
⑮当事会社の関係 資本関係 東部冷蔵食品、西部冷蔵食品は日本水産が100%出資している子会

社である
人的関係 日本水産から東部冷蔵食品、西部冷蔵食品へ役員を派遣している
取引関係 日本水産は東部冷蔵食品、西部冷蔵食品の主要取引先である

⑯最近３決算期間の業績 　　　　　（単位：百万円）

日本水産株式会社 東部冷蔵食品株式会社
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 321,915 321,434 331,771 3,878 4,017 4,694
営業利益 1,334 4,495 3,327 402 389 514
経常利益 1,044 5,500 5,720 362 408 548

当期純利益 1,871 3,256 5,047 198 285 334
1株当り当期純利益(円) 6.58 11.48 17.96 925.98 1,344.46 1,593.68

1株当り配当金(円) 5.00 6.00 7.00 90.00 485.00 200.00
1株当り株主資本(円) 233.89 244.10 280.80 4,583.10 5,844.26 6,943.72

西部冷蔵食品株式会社
決 算 期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

売 上 高 3,392 3,446 3,462
営業利益 306 496 684
経常利益 271 454 648

当期純利益 216 372 368
1株当り当期純利益(円) 240.57 405.98 401.27

1株当り配当金(円) 0.00 100.00 120.00
1株当り株主資本(円) 696.10 1,086.66 1,347.19


