
  

 
平成１９年２月９日 

各 位 

 
会 社 名 相 模 ハ ム 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 程島八郎 

（JASDAQ・コード  ２２８９） 

問 合 せ先 取締役社長室長兼管理本部長 尾崎郁郎 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４６６－４８－８１１１（代 表 ） 

 

連結子会社の吸収合併に関するお知らせ 

 
平成１９年２月９日開催の当社取締役会において、当社は平成１９年４月１日を目途に、下記の

とおり株式会社システムズ相模を吸収合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、存続会社である当社においては会社法第７９６条第３項により、株式会社システ

ムズ相模においては会社法第７８４条第１項により株主総会による合併契約書の承認を得ない合

併であります。 

 
記 

 
１. 合併の目的 

当社の１００％出資子会社である株式会社システムズ相模は、当社所有子会社の事務業務を

委託請負しておりますが、その業務を合併により当社に集中することで、当社グループ全体

の経営資源の効率運用に資するものです。 

 
２. 合併の要旨 

（１） 合併の日程（予定） 

合併契約書承認取締役会 平成１９年２月９日 

合併契約書締結 平成１９年２月９日 

合併契約書承認株主総会 本合併は、当社においては会社法７９６条第３項により

合併契約書承認株主総会を開催いたしません。また、株

式会社システムズ相模においては会社法７８４条第１項

により合併契約書承認株主総会を開催いたしません。 

合併期日（効力発生日） 平成１９年４月１日（予定） 

合併登記 平成１９年４月２日（予定） 

（２） 合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社システムズ相模は解散いたします。 

（３） 合併比率 

当社は、株式会社システムズ相模の株式を１００％保有しているため、合併に際し

て新株式の発行および割当ては行いません。 

（４） 会計処理の概要 

企業結合会計上、共通支配下の取引に該当しますが、損益への影響は軽微でありま

す。 

（５） 株式会社システムズ相模の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はございません。 

 

 

 

 

 



  

３. 合併当事会社の概要 

（平成１８年３月３１日現在） 

（１）商 号 相模ハム株式会社 

（合併会社） 

株式会社システムズ相模 

（被合併会社） 

（２）事業内容 食肉および食肉加工品の製造販

売、調理食品の製造販売 

コンピュータシステムによるデ

ータ処理、事務処理の受託 

（３）設立年月日 昭和２３年５月８日 平成１２年７月１９日 

（４）本店所在地 神奈川県藤沢市菖蒲沢５９番地 神奈川県藤沢市菖蒲沢７０番地４ 

（５）代 表 者 代表取締役会長兼社長  程島 八郎 代表取締役社長  尾崎 郁郎 

（６）資 本 金 １，２２４百万円 １０百万円

（７）発行株式総数 ９，５７０，０００株 ２００株 

（８）純 資 産 ３，４８４百万円 ９百万円 

（９）総 資 産 １１，０６９百万円 １１百万円 

（10）事業年度の末日 ３月３１日 ３月３１日 

（11）従業員数 ２７７人 ３人

（12）主要取引先 日本国内の小売業等 相模ハム株式会社 

（13）大株主及び 

持ち株比率 

1. (株)三菱東京ＵＦＪ銀行 ４．９％

2. (株)横浜銀行 ４．９％

3. 程島 八郎 ４．６％

4. 尾島 良明 ４．２％

5. 浜銀ファイナンス(株) ４．１％

6. 住金物産(株) ３．８％

7. 湘南ゼラチン(株) ３．５％

8. 日本生命保険相互会社 ３．４％

9. 相模ハム従業員持株会 ３．３％

10.日本興亜損害保険(株) ２．９％

1. 相模ハム株式会社 １００％ 

（14）主要取引銀行 (株)三菱東京ＵＦＪ銀行 

(株)横浜銀行 

(株)みずほ銀行 

農林中央金庫 

(株)三菱東京ＵＦＪ銀行 

(株)横浜銀行 

資本関係 合併会社が被合併会社の全株式

を保有しております。 

人的関係 

 

合併会社は被合併会社に取締役

３名、監査役１名を派遣してお

ります。 

（15）当事会社の関

係 

取引関係 

 

合併会社は被合併会社に事務業

務の委託をしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（16）最近３決算期間の業績 

（単位：百万円） 

 相模ハム株式会社 

（合併会社） 

株式会社システムズ相模 

（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 16 年 

3 月期 

平成 17 年 

3 月期 

平成 18 年 

3 月期 

売上高 20,248 20,608 20,002 17 15 16

営業利益 △115 △318 △631 0.7 0.4 4

経常利益 106 △95 △424 0.7 0.4 4

当期純利益 194 0 △648 0.7 △0.3 4

１株当たり 

当 期 純 利 益

（円） 

20.29 0.09 △67.91 3,512.72 △1,543.06 24,646.52

１株当たり 

配当金（円） 

4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

１株当たり 

株 主 資 本

（円） 

431.92 425.17 364.88 24,281.05 22,737.99 47,384.51

 

４. 合併後の状況 

（1）商号 相模ハム株式会社 

（2）事業内容 食肉および食肉加工品の製造販売、調理食品の製造販売 

（3）本社所在地 神奈川県藤沢市菖蒲沢５９番地 

（4）代表者 代表取締役会長兼社長  程島 八郎 

（5）資本金 １，２２４百万円（合併による資本金の増加はありません。） 

（6）総資産 １１，０８０百万円 

 （当社および株式会社システムズ相模における平成１８年３月３１日現

在の総資産の合算となっております。） 

（7）決算期 ３月３１日 

（8）業績に与える影響 株式会社システムズ相模は当社が１００％出資する連結子会社であるた

め、今回の吸収合併による連結業績への影響は軽微であります。 

 

以上 


