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平成 21 年 12 月 25 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 取締役副社長 管理本部長   松 本 健 司

電 話 番 号 ０６－６４４４－５２９３ 

（コード番号２５３８  大証第二部） 

 

会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年 12 月 25 日開催の取締役会において、平成 22 年４月１日を効力発生日として、当社の

研究開発本部食品バイオ研究センターの事業に関して有する権利義務の一部を会社分割(簡易吸収分割)し、

当社 100％出資(間接保有)の子会社である株式会社食品バイオ研究センターに承継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. 会社分割の目的 

 当社の研究開発本部食品バイオ研究センターの事業(化成品事業、診断薬事業関連)を当社 100％出資

(間接保有)の子会社である株式会社食品バイオ研究センターに承継することで、同事業の専門性をより

高め、経営管理及び事業運営の効率化を図るとともに、より機動的な事業展開を推進していくことを目

的としております。 

 

２. 会社分割の要旨 

 (1) 分割の日程 

 分割決議取締役会        平成 21 年 12 月 25 日 

 分割契約書締結         平成 21 年 12 月 25 日 

分割の予定日(効力発生日)   平成 22 年 ４月 １日(予定) 

なお、本件分割は会社法第784条第３項に規定する簡易吸収分割に該当するため、当社は株主総会

の承認を得ることなく行います。 

 

 (2) 分割方式 

 当社を分割会社とし、株式会社食品バイオ研究センターを承継会社とする吸収分割(簡易分割)です。 
 

 (3) 株式の割当て 

 当社が承継会社の全株式を間接保有する承継会社の特別支配会社であるため、株式の割当てはありま

せん。 
   

  (4) 分割により減少する資本金等 

  本件分割により減少する資本金等はありません。 
   

  (5) 分割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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 (6) 承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、当社の研究開発本部食品バイオ研究センターの事業に関連して有する資産、債務、契約

上の地位(雇用契約を除く)及びその他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継いたしま

す。なお、債務の承継につきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。 

 
  (7) 債務履行の見込み 

 本件分割において、当社及び承継会社が負担すべき債務履行の見込みについては、問題ないと判断し

ております。 
 

３. 分割当事会社の概要 

(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 

（分割会社） 

株式会社食品バイオ研究センター 

（承継会社） 

(2) 事業内容 

食品関連企業グループの企画・管理・運

営（持株会社） 

醗酵工業品、医薬品、医薬部外品、試薬

の製造、売買及び輸出入並びに分析・検

査の受託業務 

(3) 設立年月日 昭和 19 年７月 19 日 平成 20 年６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 大阪市西区京町堀一丁目８番 33 号 

(5) 代表者 代表取締役社長 小林 武司 代表取締役社長 小林 武司 

(6) 資本金  2,773 百万円  10 百万円 

(7) 発行済株式数 68,004,520 株 200 株 

(8) 純資産  8,526 百万円(連結) 9 百万円(単体) 

(9) 総資産 32,976 百万円(連結) 10 百万円(単体) 

(10)決算期 ９月 30 日 ９月 30 日 

(11)従業員数 711 名(連結) ― 名 
(12)主要取引銀行 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 ― 

(13)大株主及び 

    持株比率 

盛田ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱      17.60％

㈱菱食             7.18％

㈱ｴｲｼｨｶﾝﾊﾟﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ       5.00％

盛田㈱           100.00％ 

(14)当事会社の関係 

資本関係 
当社の 100％子会社である盛田㈱が承継会社の発行済株式数の 100％

を保有しております。 

人的関係 当社の代表取締役が、承継会社の代表取締役を兼務しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

 (注) 分割会社につきましては、平成21年９月30日現在の数値を記載し、承継会社につきましては、平成21年12月25

日現在の数値を記載しております。また、承継会社は現在営業活動を行っておりません。 

 
  (15)分割会社の最近３年間の業績(連結)                                           (単位：百万円) 

決算期 平成 19 年９月期 平成 20 年９月期 平成 21 年９月期 

売上高 14,633 31,449 30,902

営業利益 170 196 684

経常利益 73 11 109

当期純利益又は当期純損失(△) 119 △777 121

１株当たり当期純利益  

又は当期純損失(△)      (円) 
1.85 △12.00 1.88

１株当たり配当金      (円) 0.50 1.00 ―

１株当たり純資産      (円) 144.28 130.62 131.53

(注) 平成19年９月期は、決算期を３月31日から９月30日に変更したため、６ヶ月間の実績であります。 
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４. 分割する事業部門の概要 

 (1) 分割する部門の事業内容 

醗酵工業品、医薬品、医薬部外品、試薬の製造、売買及び輸出入並びに分析・検査の受託業務 
 

(2) 分割する部門の経営成績（平成 21 年９月期連結） 

 分割する事業部門(a) 平成 21 年 9月期実績(b) 比率(a／b) 

売上高 105 百万円 30,902 百万円 0.3％

 
(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 21 年９月 30 日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 22 百万円 流動負債 7 百万円

固定資産 6 百万円 固定負債 18 百万円

合計 29 百万円 合計 25 百万円

 

５. 分割後の当社の状況 

 (1) 本件分割による商号、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。 

 

 (2) 分割による業績に与える影響 

  承継会社は、当社の連結子会社(当社 100％間接所有)となるため、連結業績に与える影響はありませ

ん。また、個別業績に与える影響は軽微であります。 

  

以 上 


