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ミヨシ油脂株式会社及び山崎製パン株式会社との業務提携、 

並びにミヨシ油脂株式会社の第三者割当増資引受けに関するお知らせ 

 

 

 

当社は、平成 21 年 10 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、ミヨシ油脂株式

会社（以下「ミヨシ油脂」といいます）が実施する第三者割当増資（以下、「本件第三者割

当」といいます）の引受け、並びにミヨシ油脂及び山崎製パン株式会社（以下「山崎製パ

ン」といいます）との業務提携について基本合意を締結する旨の決議をいたしましたので、

お知らせします。 

 

記 

 

 

1. 本件第三者割当引受け及び業務提携の目的 

 

 ミヨシ油脂が実施する本件第三者割当を山崎製パンと当社が同数ずつ引受けることによ

る資本面での関係構築を契機に、山崎製パン及び当社による技術開発を中心とした協力に

よりミヨシ油脂の更なる競争力強化に向けた取り組みを実施するとともに、3社による製品

開発、用途開発に関する業務提携を実施いたします。 

 なお、具体的な業務提携の内容については、今後、協議を進めてまいりますが、それぞ

れの顧客が求める価値、競争力ある製品を開発、提供し続けることにより、企業価値の向

上、発展のために相互に協力し合うことを基本方針といたします。 
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2. ミヨシ油脂の概要 

（平成 21 年 6月 30 日現在）  

（１）名称 ミヨシ油脂株式会社 

（２）所在地 東京都葛飾区堀切四丁目 66 番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山田 修 

（４）主な事業内容 油脂系事業、化成品事業 等 

（５）資本金 7,541 百万円 

（６）設立年月 大正 10 年 11 月 

（７）大株主及び持株比率 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行   4,099 千株 4.97％ 

 農林中央金庫          4,099 千株 4.97％ 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社   3,857 千株 4.68％ 

 東京海上日動火災保険株式会社  3,585 千株 4.35％ 

 ミヨシ協力会          3,428 千株 4.16％ 

（８）当社との関係 資本関係 該当ありません。 

 人的関係 該当ありません。 

 取引関係 
当社製品の販売先及び原材

料の仕入先。 

 関連当事者への該当状況 該当しません。 

（９）当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期

連結純資産 21,182 百万円 18,898 百万円 16,626 百万円

連結総資産 55,198 百万円 53,317 百万円 51,064 百万円

１株当たり連結純資産 256.78 円 229.15 円 201.64 円

連結売上高 43,078 百万円 45,187 百万円 52,464 百万円

連結営業利益 149 百万円 △390 百万円 226 百万円

連結経常利益 151 百万円 △387 百万円 195 百万円

連結当期純利益 160 百万円 △421 百万円 277 百万円

１株当たり連結当期純利益 1.95 円 △5.11 円 3.37 円

１株当たり配当金 5.00 円 3.00 円 3.00 円
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3. 山崎製パンの概要 

（平成 21 年 6月 30 日現在）  

（１）名称 山崎製パン株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区岩本町三丁目 10 番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 飯島 延浩 

（４）主な事業内容 食品事業、流通事業 等 

（５）資本金 11,014 百万円 

（６）設立年月 昭和 23 年 6 月 

（７）大株主及び持株比率 飯島興産株式会社       15,108 千株 6.85％ 

 財団法人飯島記念食品科学振興財団 12,500 千株 5.67％ 

 株式会社日清製粉グループ本社  9,962 千株 4.52％ 

 三菱商事株式会社        9,849 千株 4.47％ 

 住友商事株式会社        9,355 千株 4.24％ 

（８）当社との関係 資本関係 該当ありません。 

 人的関係 該当ありません。 

 取引関係 当社製品の販売先。 

 関連当事者への該当状況 該当しません。 

（９）当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期

連結純資産 212,231 百万円 213,705 百万円 231,332 百万円

連結総資産 536,766 百万円 544,849 百万円 614,399 百万円

１株当たり連結純資産 949.79 円 956.72 円 964.24 円

連結売上高 749,169 百万円 773,245 百万円 811,738 百万円

連結営業利益 17,079 百万円 20,637 百万円 25,821 百万円

連結経常利益 17,254 百万円 18,688 百万円 21,555 百万円

連結当期純利益 4,541 百万円 6,479 百万円 5,987 百万円

１株当たり連結当期純利益 20.65 円 29.47 円 27.24 円

１株当たり配当金 12.00 円 12.00 円 12.00 円
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4. 本件第三者割当引受の概要 
 
 当社は、ミヨシ油脂が募集する株式の半数を引受けます。 
 

（１）引受株式の種類 普通株式 

（２）引受株式数 10,307,000 株（増資後の発行済株式数の 10％） 

（３）引受価額 １株につき 143 円 

（４）引受価額の総額 1,473,901,000 円 

（５）引受前の所有株式数 なし 

（６）引受後の所有株式数 10,307,000 株（議決権比率 10.03％） 

（７）払込期日 平成 21 年 11 月 12 日（予定） 

 
 
 
5. 今後の見通し 
 
 本件第三者割当の引受け及び業務提携による当期の当社業績への影響は軽微でありま

す。 

 平成 22 年 3 月開催予定のミヨシ油脂の定時株主総会の承認を得て、山崎製パン及び当

社からミヨシ油脂に、それぞれ取締役 1名を派遣する予定であります。 

 今後、ミヨシ油脂、山崎製パン及び当社は、更なる食品産業の発展に向けて協力し、

お互いの信頼関係を構築してまいります。 

 
 

以 上 


