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                              （財）財務会計基準機構会員 

 
 

平成 19 年６月８日 

各  位 
                  会 社 名 カネ美食品株式会社 

 代表者名 代表取締役社長 古 田 克 美 
  （ＪＡＳＤＡＱ・コード２６６９） 

 問合せ先 常務取締役業務本部長 中 川 邦 彦 
  ＴＥＬ 052－895－2141（代表） 

 
事業の一部譲受けに関するお知らせ 

 
 当社は、平成 19 年６月８日開催の取締役会において、平成 19 年６月 25 日をもって、第

一屋製パン株式会社（東証第一部・コード２２１５）及び同社子会社の株式会社フレッシ

ュハウスの事業のうち、米飯等に関する事業の一部を譲受けることを決議いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
１．事業譲受けの理由 
 当社の外販事業において、米飯全体の売上高が伸び悩む現状の中、関東、関西地区に

おける外販事業の販路拡大が期待され、中長期的には当社全体の業績向上に資するもの

と捉えて譲受けるものであります。 
 

２．事業譲受けの内容 
(1) 譲受事業の内容 

 第一屋製パン株式会社の松戸工場（千葉県松戸市）及び株式会社フレッシュハウス

の三田工場（兵庫県三田市）における米飯等事業を譲受けの対象としております。 
 

(2) 松戸工場及び三田工場における譲受け事業の経営成績（平成 18 年 12 月期実績） 

 
松戸工場 

（第一屋製パン株式会社） 

三田工場 

（株式会社フレッシュハウス）

売上高 1,859 百万円 1,753 百万円 

営業利益 △218 百万円 △62 百万円 

経常利益 △167 百万円 △47 百万円 
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(3) 譲受ける資産及び負債の額（平成 19 年６月８日現在） 

資  産 負  債 

松戸工場 995 百万円 松戸工場 258 百万円 

三田工場 461 百万円 三田工場 429 百万円 

合計 1,456 百万円 合計 687 百万円 

 
(4) 譲受価額及び決済方法 

 譲受価額は、上述の資産の額 14 億 56 百万円から負債の額６億 87 百万円を差引いた

７億 69 百万円であります。なお、決済方法は現金によって譲受期日の平成 19 年６月

25 日に決済する予定であります。 
 
３．譲受先の概要 
(1) 第一屋製パン株式会社 

①商号      第一屋製パン株式会社 

②本店所在地   東京都大田区南蒲田２－16－２ 

③設立年月    昭和 22 年５月 

④代表者     代表取締役社長 細貝 理栄 

⑤資本金     2,402 百万円 

⑥事業内容    各種パン類、和菓子、洋菓子、クッキー等の製造及び販売 

⑦当社との関係  資本的関係、人的関係及び取引関係について、当社との関係はあ

りません。 

 
(2) 株式会社フレッシュハウス 

①商号      株式会社フレッシュハウス 

②本店所在地   東京都小平市小川東町３－６－１ 

③設立年月    平成５年７月（現行事業の開始年月） 

④代表者     代表取締役社長 鈴木 允 

⑤資本金     400 百万円 

⑥事業内容    弁当、調理パン等の製造 

⑦当社との関係  資本的関係、人的関係及び取引関係について、当社との関係はあ

りません。 

 
４．日程 

平成 19 年６月 ８ 日  取締役会決議 

平成 19 年６月 ８ 日  事業譲受契約締結 

平成 19 年６月 25 日  事業譲受期日 
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５．今後の見通し 
○平成 19 年５月 21 日発表の通期業績予想との増減額       （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 81,139 2,430 2,514 1,396 

今回予想（Ｂ） 87,100 2,421 2,514 1,396 

増減額（Ｂ－Ａ） 5,961 △9 △0 △0 

増減率（％） 7.3 △0.3 △0.0 △0.0 

 
○平成 19 年５月 21 日発表の連結通期業績予想との増減額    （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 81,709 2,594 2,679 1,493 

今回予想（Ｂ） 87,670 2,585 2,678 1,492 

増減額（Ｂ－Ａ） 5,961 △9 △0 △0 

増減率（％） 7.2 △0.3 △0.0 △0.0 

 
○譲受け後の業績見通し及び影響見込み額 

 平成 20 年３月期 

売上高 87,100 百万円（4,219 百万円）

営業利益 2,421 百万円（△300 百万円）

経常利益 2,514 百万円（△313 百万円）

当期純利益 1,396 百万円（△174 百万円）

（注）（ ）内は譲受けによる影響見込み額であります。 
 
○譲受け後の連結業績見通し及び影響見込み額 

 平成 20 年３月期 

連結売上高 87,670 百万円（4,219 百万円）

連結営業利益 2,585 百万円（△300 百万円）

連結経常利益 2,678 百万円（△313 百万円）

連結当期純利益 1,492 百万円（△174 百万円）

（注）（ ）内は譲受けによる影響見込み額であります。 
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 譲受けの対象である松戸工場（千葉県松戸市）及び三田工場（兵庫県三田市）は、当

社の外販事業において、株式会社サークルＫサンクスの加盟店向けに弁当・おにぎり等

の製造、納品を行ってまいります。 
 この譲受けにより、当事業年度において、売上高は 42 億 19 百万円の増加を見込んで

おります。しかしながら、営業利益については譲受時に付随して発生する消耗品費の増

加なども含め、３億円減少する見込みであります。 

 この利益の減少見込み分を補うべく、当社は株式会社サークルＫサンクスの米飯部門

の統合に向け、積極的な営業活動を行ってまいりました。これにより、松戸工場及び三

田工場の譲受け以外の売上高が、当初見込みより 17 億円ほど増加することが期待でき、

通期の経常利益及び当期純利益については、平成 19 年５月 21 日の決算発表日に公表し

た見込み額を維持する計画であります。 
 なお、中長期的には、今回の事業の譲受けによって外販事業の販路拡大が期待され、

ひいては当社全体の業績向上に資するものとして捉えております。 

 
以 上 


