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平成 19 年７月 24 日 

各      位 

 

会 社 名 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長  小 林 武 司

連絡者の役職氏名 執行役員 経理・システム統括部長 名 合 高 志

電 話 番 号 ０６－６４４４－５２９３ 

（コード番号２５３８  大証第二部） 

 

子会社との簡易合併に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 19 年７月 24 日開催の取締役会において、平成 19 年 10 月１日を合併期日として、下記のと

おり当社の 100％子会社であるマルキンバイオ株式会社を簡易合併の手続きにより吸収合併することを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 合併の目的 

   当社グループは、平成 18 年２月１日をもって純粋持株会社体制に移行しておりますが、これに伴って

掲げた、グループ内共通リソースのひとつが「デベロップメントプラットフォーム」です。これは、新

商品の開発や研究において、各社ごとではなくグループ統一で行うことにより、効率の向上を図ること

や、各社が持つ技術やノウハウを集中的に蓄積することによる、グループトータルでの新規技術の開発

等を目的としております。マルキンバイオ株式会社は、この研究開発におけるグループ中核機能として、

既に位置付けてまいりましたが、よりその役割を明確にするために、このたび持株会社の機能として吸

収することといたしました。 

 

２. 合併の要旨 

 (1) 合併の日程 

    合併決議取締役会    平成 19 年７月 24 日 

    合併契約締結           平成 19 年７月 24 日 

        合併契約承認株主総会  開催いたしません(注) 

    合併期日(効力発生日)   平成 19 年 10 月１日(予定) 

    (注) 当社は会社法第796条第３項の規定による簡易合併の手続きにより、また、マルキンバイオ株式会社は会

社法第784条第１項の規定による略式合併の手続きにより合併を行います。 

 

 (2) 合併方式 

  当社を存続会社とする吸収合併方式で、マルキンバイオ株式会社は解散いたします。 
   

  (3) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

  該当事項はありません。 
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３. 合併当事会社の概要(平成 19 年３月 31 日現在) 

(1) 商号 
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｰﾄﾞ＆ﾘｶｰ･ｱﾗｲｱﾝｽ株式会社 

（合併会社） 

マルキンバイオ株式会社 

（被合併会社） 

(2) 事業内容 
食品関連企業グループの企画・管理・運

営（純粋持株会社） 

バイオ事業（シアル酸関連、肝機能診断

薬、健康食品開発） 

(3) 設立年月日 昭和 19 年７月 19 日 平成 11 年９月 16 日 

(4) 本店所在地 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲 1850 番地 京都府宇治市莵道門前 27 番地 

(5) 代表者 代表取締役社長 小林 武司 代表取締役社長 太田 泰弘 

(6) 資本金  2,773 百万円 100 百万円 

(7) 発行済株式数 68,004,520 株  50,000 株 

(8) 純資産  5,094 百万円 166 百万円 

(9) 総資産 24,940 百万円 304 百万円 

(10)決算期 ９月 30 日 ９月 30 日 

(11)従業員数 52 名 13 名 

(12)主要取引先 
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｰﾄﾞ＆ﾘｶｰ･ｱﾗｲｱﾝｽ食品販売㈱ 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｰﾄﾞ＆ﾘｶｰ･ｱﾗｲｱﾝｽ酒類販売㈱ 

住商ファーマインターナショナル㈱ 
積水化学工業㈱ 

(13)主要取引銀行 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 ㈱京都銀行 

(14)大株主及び 

    持株比率(注) 

盛田ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱      22.75％

㈱菱食             7.18％

㈱穴吹工務店          5.00％

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｰﾄﾞ＆ﾘｶｰ･ｱﾗｲｱﾝｽ㈱  100.00％

資本関係 当社が 100％出資しております。 

人的関係 
当社の取締役及び執行役員が、被合併会社の取締役及び監査役を兼務

しております。 (15)当事会社の関係 

取引関係 
当社が設備等を賃貸しております。また、当社グループの研究開発業

務を委託しております。 

 (注) 盛田アセットマネジメント㈱の持株比率は、同社からの大量保有変更報告書より18.04％(実質持株比率)となっ

ております。 

  (16) 最近３年間の業績(単体)                                                   (単位：百万円) 

 
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｰﾄﾞ＆ﾘｶｰ･ｱﾗｲｱﾝｽ株式会社 

（合併会社） 

マルキンバイオ株式会社 

（被合併会社） 

決算期 
平成 17 年

３月期 

平成 18 年

３月期 

平成 19 年

３月期 

平成 17 年

３月期 

平成 18 年

３月期 

平成 19 年

３月期 

売上高又は営業収益(注) 12,255 9,054 1,895 175 245 398

営業利益 1,053 251 492 △19 1 126

経常利益 759 161 436 △11 0 127

当期純利益 614 0 △1,437 △11 0 91

１株当たり当期純利益(円) 13.00 0.01 △21.14 △239.77 3.54 1,832.51

１株当たり配当金 (円) 1.00 1.00 1.00 ― ― 1,000.00

１株当たり純資産 (円) 111.90 97.47 74.93 1,493.76 1,497.30 3,329.81

 (注) 当社は、平成18年２月１日に持株会社体制へ移行したことに伴い、同日以降の売上高につきましては、経営指導

料及び不動産事業収入となっております。 

 

４. 合併後の状況 

(1) 商号 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 

(2) 事業内容 食品関連企業グループの企画・管理・運営及び研究開発事業 

(3) 本店所在地 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲 1850 番地 

(4) 代表者 代表取締役社長 小林 武司 

(5) 資本金  2,773 百万円 

(6) 総資産 25,400 百万円（予定） 

(7) 決算期 ９月 30 日 

(8) 合併後の業績見通し 合併による業績への影響は軽微であります。 

  

以 上 


