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平成 19年９月 21日 

各  位 

 

                    会社名   日清オイリオグループ株式会社 

                    代表者名  取締役社長 大込 一男 

                    （コード番号 ２６０２ 東証・大証第１部） 

                    問合せ先  専務取締役 今村 隆郎  

                    （ＴＥＬ ０３－３２０６－５１０９） 

 

                    会社名   株式会社ピエトロ 

                    代表者名  代表取締役社長 村田 邦彦 

（コード番号 ２８１８ 東証第２部） 

問合せ先  取締役 高橋 泰行 

（ＴＥＬ ０９２－７１６－０３００） 

 

日清オイリオグループ株式会社と株式会社ピエトロ 

との資本業務提携に関するお知らせ 

 

 日清オイリオグループ株式会社（以下「日清オイリオグループ」という）と株式会社ピ

エトロ（以下「ピエトロ」という）は、平成 19 年９月 21 日開催の取締役会において、日

清オイリオグループがピエトロの発行済株式を新たに 19.71％取得し、（取得後の持株比率

は 20.02％となります）両社の企業価値向上にむけ、業務提携を行うべく基本合意書を締結

することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、これにより、平成 19年 10月 12日の譲渡約定日（予定）をもって、日清オイリオ

グループはピエトロの「その他の関係会社」に、ピエトロは日清オイリオグループの持分

法適用関連会社となります。 

 

記 

 

１．資本業務提携の目的 

  「おいしさ・健康・美」の追求をコアコンセプトとした日清オイリオグループと、「お

いしいものづくり」と「楽しい食べ方の提案」を経営の基本方針としたピエトロとの間

で、資本業務提携を行うことについて基本合意に至りました。 

日清オイリオグループがピエトロに資本参加をすることで、両社の相互信頼関係を構

築するとともに、それぞれが有する経営資源を相互に有効活用し、ドレッシング事業を

はじめとした加工食品事業の拡販と両社のブランドの価値向上にむけシナジー効果を最

大限発揮することを目指します。 
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２．資本業務提携に関する基本合意内容 

 （１）日清オイリオグループによるピエトロ株式の取得 

   日清オイリオグループは、ピエトロの大株主上位２名である株式会社ムラタおよび

ピエトロの代表取締役社長である村田邦彦氏から合計 1,102,500 株（株式会社ムラタ

550,700 株、村田邦彦氏 551,800 株、発行済株式総数の 19.71％）の普通株式を取得し

（注）、既存保有株式と合わせて 1,120,000 株（発行済株式総数の 20.02%）を保有する

こととなりピエトロの第２位の大株主となります。（新たに主要株主（総株主の議決権

の 10％以上の議決権を保有している株主）に該当することとなります。）また、ピエト

ロは、日清オイリオグループの持分法適用関連会社となります。 

   なお、これにより、ピエトロの筆頭株主である株式会社ムラタの持株比率は 20.45％

となります。また、村田邦彦氏の持株比率は 6.79％となり、同氏は主要株主に該当し

なくなります。 

（注）取得（譲渡）価額は、現在買主・売主間で協議中です。 

 

  ○異動前後における所有株式数および所有割合 

   

  （異動前） 

 議決権の数 所有株式数 総株主の議決権の数に対する所有割合 

（株）ムラタ 16,942 個 1,694,250 株 30.30％（持株比率 30.29％） 

日清オイリオ 

グループ（株） 
  175個 17,500株 0.31％（持株比率 0.31％） 

村田邦彦 9,318 個 931,850株 16.66％（持株比率 16.66％） 

   

（異動後 平成 19年 10月 12日予定） 

 議決権の数 所有株式数 総株主の議決権の数に対する所有割合 

（株）ムラタ 11,435 個 1,143,550 株 20.45％（持株比率 20.45％） 

日清オイリオ 

グループ（株） 
11,200 個 1,120,000 株 20.03％（持株比率 20.02％） 

村田邦彦 3,800 個 380,050株 6.79％（持株比率 6.79％） 

 

 （２）両社の業務提携における基本合意内容 

①ドレッシング事業・ブランドの価値向上 

  ドレッシング事業における両社の共通軸である「おいしさ」の追求を強化・深

化しつつ、両社の持つ資源を相互に活用することで、より高付加価値の商品を開

発・上市していきます。 

     また、両社の業務提携による取組みにより、両社ブランドの独自性を維持しつ

つ、相乗的なブランド価値の向上を目指します。 
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   ②商品・技術開発力の強化 

     両社の技術交流による商品開発・製造技術水準の相乗的向上を推進します。ド

レッシングをはじめ、パスタソース、スープ類等、調味料関連の技術開発を推進

します。 

   ③販売・マーケティング活動の強化 

     販売・マーケティング面における両社の協働により、両社商品の更なる拡販や

コラボレーション販促の展開に取り組みます。 

   ④コスト競争力の獲得 

     両社の優位性を活かし、製造および物流コストの低減を目指します。 

 

３．業務提携委員会の発足 

   日清オイリオグループおよびピエトロは、本基本合意書締結に基づく業務提携の内容の

具体的施策を検討・実施するために、業務提携委員会を設置し、鋭意協議を重ねてまいり

ます。 

 

４．日清オイリオグループ、ピエトロの概要 

（平成 19年３月 31日現在） 

(１)商号 日清オイリオグループ株式会社 株式会社ピエトロ 

(２)事業内容 製油事業、ヘルシーフーズ事業、

ファインケミカル事業 他 

食品事業、 

レストラン事業 他 

(３)設立年月日 明治 40年３月 昭和 60年７月 

(４)本店所在地 東京都中央区新川一丁目２３番１号 福岡市中央区天神三丁目４番５号 

(５)代表者 取締役社長 大込 一男 代表取締役社長 村田 邦彦 

(６)資本金 16,332 百万円 474 百万円 

(７)発行済株式総数 173,339 千株 5,591 千株 

(８)純資産 112,281 百万円（連結） 2,759 百万円（連結） 

(９)総資産 196,007 百万円（連結） 8,467 百万円（連結） 

(10)決算期 ３月 ３月 

(11)従業員数 2,601 名（連結） 206 名（連結） 

(12)主要取引先 三菱商事㈱、丸紅㈱、国分㈱ 

全国農業協同組合連合会 他 

加藤産業㈱、㈱日本アクセス 

㈱トーホー、伊藤忠商事㈱ 他 

(13)大株主構成 

  および持株比率 

三 菱 商 事 ㈱  16.63％ 

丸 紅 ㈱  15.00％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ   4.82％ 

信 託 銀 行 ㈱ 

㈱損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ   4.25％ 

日 本 ﾏｽ ﾀｰ ﾄ ﾗ ｽ ﾄ   4.05％ 

信 託 銀 行 ㈱ 

㈱ ム ラ タ  30.29％ 

村 田 邦 彦  16.66％ 

西 川 啓 子   6.69％ 

㈱西日本ｼﾃｨ銀行   3.63％ 

㈱ 福 岡 銀 行   1.25％ 
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(14)主要取引銀行 ㈱三菱東京 UFJ 銀行、 

㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行 

㈱西日本ｼﾃｨ銀行、㈱佐賀銀行、

㈱福岡銀行、㈱三井住友銀行、

㈱みずほ銀行 

(15)当事会社の関係 両社の間では、現在、日清オイリオグループからピエトロへ植物油

の販売取引がありますが、今後、以下の関係を構築してまいります。 

資本関係：日清オイリオグループがピエトロの株式の 20.02％を保

有します。 

人的関係：ピエトロは平成 20 年６月定時株主総会において、日清

オイリオグループから取締役２名を受入れる予定です。 

取引関係：ドレッシング事業をはじめとした加工食品事業の拡販と

両社のブランド価値向上に取り組みます。 

 

 

５．提携の日程 

  ９月 21日（金） 取締役会決議、資本業務提携に関する基本合意書締結 

  ９月下旬 第三者機関による精査  

  10 月上旬 業務提携委員会による検討開始 

  10 月 12日（金） 譲渡約定日（予定） 

  10 月 17日（水） 株券引渡し日（予定） 

 

６．今後の見通し 

資本業務提携により、両社事業のシナジー効果の最大化を目指してまいりますが、  

平成 20 年３月期における両社の業績に与える影響につきましては、業務提携委員会の活

動状況および成果をみて検討し、見通しが明らかになり次第お知らせいたします。 

 

以 上 

 


