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連結子会社との合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 18年 12月５日開催の取締役会において、平成 19年３月 31日を期して、
下記の通り当社の完全子会社である株式会社スターゼン食品（以下「スターゼン食品」と

いう。）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
１．合併の目的 

被合併会社であるスターゼン食品は、当社の完全子会社であり、食肉製品の製造会社

として、主に当社グループへ販売を行っています。今般、スターゼン食品を吸収合併す

ることにより、製造設備、人材等の経営資源を集中し効率的運営を図り、当社の競争力

強化を目指すものであります。 
 
２．合併の要旨 
（１）合併の日程 
合併契約承認取締役会  平成 18年 12月５日 
合併契約承認株主総会   
当   社 会社法第 796条第３項の規定（簡易合併）により開催いたしません。 
スターゼン食品 会社法第 784条第 1項の規定（略式合併）により開催いたしません。 
合併期日（効力発生日）  平成 19年 3月 31日（予定） 

 
（２）合併方法 

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、スターゼン食品は解散いたします。 
 
（３）合併比率並びに合併交付金 

スターゼン食品は、当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資

本金の増加並びに合併交付金の支払はありません。 
 



 
 
（４）新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い 

当社及びスターゼン食品の新株予約権等の取扱いにつきましては、該当事項はござい

ません。 
（５）会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準上、「共通支配下の取引」に該当します。 
 

３．合併当事会社の概要 
 平成 18年 3月 31日現在 平成 17年 12月 31日現在 

（１）商号 スターゼン株式会社 
（合併会社） 

株式会社スターゼン食品 
（被合併会社） 

（２）事業内容 食肉の加工・輸入・販売、 
食肉製品・食品の製造・販売等 

食肉の加工、食肉製品の製造およ

び販売等 
（３）設立年月日 昭和 23年６月 17日 平成 10年 2月 27日 

（４）本店所在地 東京都港区港南二丁目 5番 7号 千葉県山武市松尾町富士見台 
208番地 87 

（５）代表者 代表取締役社長 鶉橋 誠一 代表取締役社長 中津濵 健 

（６）資本金 9,899百万円 300百万円 

（７）発行済株式数 87,759,216株 6,000株 

（８）純資産 24,254百万円 △1百万円 

（９）総資産 72,132百万円 1,158百万円 

（10）決算期 3月 31日 12月 31日 

（11）従業員数 871名 21名 

（12）主要取引先 
（販売）㈱富士エコー 

 ㈱イトーヨーカ堂 
（仕入）㈱スターゼンミートグループ 

スターゼン㈱ 
㈱ゼンチク販売 

（13）大株主及び持分比率 
 

㈱三菱東京UFJ銀行  3.19％ 
スターゼン社員持株会   2.95% 
㈱鶉橋興産       2.68% 
㈱三井住友銀行     2.56% 
三井物産㈱       2.53% 

スターゼン㈱     100％ 

（14）主要取引銀行 
㈱三井住友銀行、農林中央金庫、 

㈱三菱東京UFJ銀行、 

㈱みずほ銀行 

㈱三菱東京UFJ銀行 

資本関係 被合併会社は当社の完全子会社です。 

人的関係 被合併会社は当社から役員の派遣、社員の出向を受けて

います。 （15）当事会社の関係 

取引関係 被合併会社は主に当社から原材料を仕入れ、当社及び当

社グループへ製品を販売しています。 
 
 



 
 
（16）最近 3決算期間の業績 

 スターゼン株式会社 
（合併会社） 

株式会社スターゼン食品 
（被合併会社） 

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 15年 
12月期 

平成 16年 
12月期 

平成 17年 
12月期 

売 上 高 
（百万円） 

192,299 217,658 217,303 2,088 2,231 1,320 

営 業 利 益

（百万円） 
2,148 2,021 2,059 21 70 △349 

経 常 利 益

（百万円） 
2,538 2,467 2,113 16 58 △362 

当期純利益

（百万円） 
912 1,046 1,161 16 56 △168 

1株当り当期
純利益（円） 

11.85 14.40 16.10 2,749 9,433 △28,165 

1 株当り配
当金（円） 

6.00 6.00 7.00 0 0 0 

1 株当り純
資産（円） 

307.35 317.98 336.19 18,438 27,871 △293 

 
４．合併後の状況 
（１） 商 号  スターゼン株式会社 
（２） 事 業 内 容  食肉の加工・輸入・販売、食肉製品・食品の製造・販売等 

（３） 本 店 所 在 地  東京都港区港南二丁目５番 7号 
（４） 代 表 者  代表取締役社長 鶉橋 誠一 
（５） 資 本 金  9,899百万円 
（６） 総 資 産  76,535百万円 

（平成 18年 9月 30日現在における２社の単純合算金額であります。） 
（７） 決 算 期  3月 31日 
（８） 業績に与える影響  合併期日前日における株式会社スターゼン食品の資産及び

負債の状況によりますが、個別決算において、合併期日に子
会社株式消却による損失が約 2億円程度発生する見込みで
す。また、合併期日前日における株式会社スターゼン食品の
税務上の繰越欠損金約 8億円を当社が引き継ぐことになり
ます。 
尚、個別、連結の平成 19年 3月期の業績見通しにつきまし
ては、平成 19年 3月期第 3四半期決算発表時に公表する予
定です。 

 
以上 


