
  

 
平成１９年１１月１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 ） 

 

連結子会社の合併に関するお知らせ 

 
当社は、平成１９年１１月１日開催の取締役会において、当社の連結子会社の合併を下記のとお

り実施することに決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１．東北相模ハム株式会社と東北相模ハム販売株式会社の合併 
 

（１）合併の目的 

当社グループの食肉加工品生産拠点である東北相模ハム株式会社と、東北エリアにおいて

食肉・食肉加工品・総菜の販売活動を行っている東北相模ハム販売株式会社の２社を経営統

合することにより、製販一体となって地域における営業活動の強化と、経営資源の更なる効

率運用を図るものです。 

 
（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１１月 １日 

合併契約書締結 平成１９年１１月 １日 

合併契約書承認株主総会 平成１９年 １月２４日（予定） 

合併期日（効力発生日） 平成２０年 ３月 １日（予定） 

合併登記 平成２０年 ３月 ３日（予定） 

② 合併方式 
東北相模ハム株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、東北相模ハム販売株式会

社は解散いたします。 

 

（３）合併当事会社の概要 

（平成１９年３月３１日現在） 

（１）商 号 
東北相模ハム株式会社 

（合併会社） 

東北相模ハム販売株式会社 

（被合併会社） 

（２）主な事業内容 食肉加工品の製造販売 
食肉および食肉加工品、総

菜類の販売 

（３）設立年月日 昭和５６年５月２３日 平成４年２月１７日 

（４）本店所在地 
福島県白河市白坂牛清水 

１０５番地 

宮城県仙台市宮城野区扇町

七丁目７番２号 

（５）代 表 者 
代表取締役社長   

石尾 幸治 

代表取締役社長   

石尾 幸治 

（６）資本金の額 ２２０百万円 ５０百万円 

（７）発行株式総数 ４４０，０００株 １，０００株 



  

（８）純 資 産 ３５４百万円 １百万円 

（９）総 資 産 １，６２０百万円 ２９１百万円 

（10）事業年度の末日 ３月３１日 ３月３１日 

（11）従業員数 ３５人 １６人 

（12）主要取引先 相模ハム株式会社 
イオン株式会社、 

株式会社ヨークベニマル 

（13）大株主及び 

持ち株比率 

1. 相模ハム株式会社 100%

  

1. 相模ハム株式会社 60% 

2. 東北相模ハム株式会社 

                    40% 

（14）主要取引銀行 (株)東邦銀行 (株)東邦銀行 

当社が合併会社の全株式を

保有しております。 

当社が被合併会社の株式の

60%を保有しております。 

（15）当事会社の関係 当社は合併会社に取締役３

名、監査役１名を派遣して

おります。 

当社は被合併会社に取締役

２名、監査役１名を派遣し

ております。 

 

（４）最近３決算期間の業績 

（単位：百万円） 

 東北相模ハム株式会社 

（合併会社） 

東北相模ハム販売株式会社 

（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 1,303 2,458 2,331 1,441 1,472 1,538 

営業利益 △68 72 50 △58 △52 △35 

経常利益 △72 56 29 3 △2 3 

当期純利益 △53 32 △14 0 △1 △34 

 

（５）合併後の状況 

① 商号  東北相模ハム株式会社 

② 主な事業内容  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 本店所在地  福島県白河市白坂牛清水１０５番地 

④ 代表者  代表取締役社長  石尾 幸治 

⑤ 資本金の額  ２２０百万円 

⑥ 総資産  １，９１１百万円 

⑦ 事業年度の末日  ３月３１日 

⑧ 業績に与える影響 両社は連結子会社同士の合併であるため、当社の連結業績への影 

  響は軽微であります。 



  

２．相模ハム販売株式会社とエス・ケイ商事株式会社の合併 
 

（１）合併の目的 

当社グループにおいて、相模ハム販売株式会社は主に百貨店のテナントとして当社の食肉

加工品を直営販売し、またエス・ケイ商事株式会社は当社の本社売店の運営、工場見学とウ

インナー手作り体験教室の運営、通信販売および保険代理店業務を行なっております。今般

両社を経営統合し、管理機能を集約するとともに、販売力の強化と経営効率の改善を図るも

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１１月 １日 

合併契約書締結 平成１９年１１月 １日 

合併契約書承認株主総会 平成１９年１２月２１日（予定） 

合併期日（効力発生日） 平成２０年 ２月 １日（予定） 

合併登記 平成２０年 ２月 ４日（予定） 

③ 合併方式 
相模ハム販売株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、エス・ケイ商事株式会社

は解散いたします。 

 

（３）合併当事会社の概要 

（平成１９年３月３１日現在） 

（１）商 号 
相模ハム販売株式会社 

（合併会社） 

エス・ケイ商事株式会社 

（被合併会社） 

（２）主な事業内容 食肉加工品の販売 
食肉加工品、総菜類の販売、

保険代理業 

（３）設立年月日 昭和５４年３月２７日 昭和５６年５月１日 

（４）本店所在地 
神奈川県横浜市都筑区川向

町１１５８番地 

神奈川県藤沢市菖蒲沢７０

番地５ 

（５）代 表 者 
代表取締役社長   

藤巻 立滋 

代表取締役社長   

藤巻 立滋 

（６）資本金の額 ４０百万円 １０百万円 

（７）発行株式総数 ８０，０００株 ２０，０００株 

（８）純 資 産 ８百万円 １７百万円 

（９）総 資 産 ８９百万円 ４２百万円 

（10）事業年度の末日 ３月３１日 ３月３１日 

（11）従業員数 １４人 ３人 

（12）主要取引先 
株式会社大丸、 

株式会社高島屋 
相模ハム株式会社 

（13）大株主及び 

持ち株比率 

1. 相模ハム株式会社 100%

  

1. 相模ハム株式会社100% 

（14）主要取引銀行 (株)横浜銀行 (株)りそな銀行 

当社が合併会社の全株式を

保有しております。 

当社が合併会社の全株式を

保有しております。 

（15）当事会社の関係 当社は合併会社に取締役３

名、監査役１名を派遣して

おります。 

当社は被合併会社に取締役

２名、監査役１名を派遣し

ております。 



  

 

（４）最近３決算期間の業績 

（単位：百万円） 

 相模ハム販売株式会社 

（合併会社） 

エス・ケイ商事株式会社 

（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 390 400 393 158 160 160 

営業利益 2 4 △1 3 7 5 

経常利益 1 3 △2 4 7 5 

当期純利益 △0 2 △16 2 5 4 

 

（５）合併後の状況 

① 商号  相模ハム販売株式会社 

② 主な事業内容  食肉加工品、総菜類の販売、保険代理業 

③ 本店所在地  神奈川県藤沢市菖蒲沢７０番地５ 

④ 代表者  代表取締役社長  藤巻 立滋 

⑤ 資本金の額  ４０百万円 

⑥ 総資産  １３１百万円 

⑦ 事業年度の末日  ３月３１日 

⑧ 業績に与える影響 両社は連結子会社同士の合併であるため、当社の連結業績への影 

  響は軽微であります。 

 

 

以上 


