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平成 24年 12月 5日 
各 位 
 

会社名    スターゼン株式会社 
代表者名   取締役社長中津濵 健 
コード番号  8043（東証第一部） 
問合せ先   広報 IR室長 佃 幸広 

(TEL 03-3471-5521) 
 
 

連結子会社間の吸収合併および商号の変更に関するお知らせ 

 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 25年 4月１日を期日として、当社の完全子会社
であるスターゼン東日本販売株式会社と、スターゼン北日本販売株式会社、スターゼン西日本販

売株式会社、スターゼン南日本販売株式会社が合併し、存続会社の商号をスターゼン販売株式会

社に変更する方針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 

グループ全体の販売戦略の一貫性の確保、提案型営業力の強化などの営業上の課題をより

迅速・円滑に解決できる体制を整えるとともに、事務部門の業務のスリム化を図り、グル

ープ全体の効率化を推進することが重要と判断いたしました。 
 
２．合併の趣旨  
（１）合併の日程  

合併決議取締役会（当社）     平成 24年 12月 5日 
合併契約書承認取締役会／     平成 24年 12月下旬 
合併契約書締結（当事会社） 
合併契約承認株主総会（当事会社） 平成 25年 1月下旬 
合併期日（効力発生日）      平成 25年 4月 1日 

 
（２）合併の方式 

スターゼン東日本販売を存続会社とする吸収合併で、スターゼン北日本販売株式会社、

スターゼン西日本販売株式会社、スターゼン南日本販売株式会社は解散します。 
 
（３）合併に係る割当ての内容 

当社の完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはなく、合併による新

株発行および資本金の増加もありません。 
 
（４）消滅会社の新株予約権およ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24年3月31日現在） 

（１）商号 スターゼン東日本販売  

株式会社   （存続会社） 
ス タ ー ゼ ン 北日 本販 売   

株式会社    （消滅会社） 
（２）事業内容 食肉・食肉加工品および食品

の販売 
食肉・食肉加工品および食品

の販売 
（３）設立年月日 平成 20年 10月 1日 平成 20年 10月 1日 
（４）本店所在地 東京都港区港南五丁目１番

30号 
福島県郡山市富久山町久保田

字宮田 81番地 1 
（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西村 周司 代表取締役社長 柄澤 達也 
（６）資本金 １億円 １億円 
（７）大株主および持ち株比率 当社 100％ 当社 100％ 

（平成24年3月31日現在） 
（１）商号 スターゼン西日本販売  

株式会社   （消滅会社） 
ス タ ー ゼ ン 南日 本販 売   

株式会社    （消滅会社） 
（２）事業内容 食肉・食肉加工品および食品

の販売 
食肉・食肉加工品および食品

の販売 
（３）設立年月日 平成 20年 10月 1日 平成 20年 10月 1日 
（４）本店所在地 兵庫県伊丹市北河原五丁目 2

番 15号 
福岡県糟屋郡須恵町大字植木

1673番地 1 
（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 矢野 勉 代表取締役社長 山本 一夫 
（６）資本金 １億円 １億円 
（７）大株主および持ち株比率 当社 100％ 当社 100％ 

 
４．合併当事会社の最近３年間の業績                      

（百万円） 
 スターゼン東日本販売株式会社（単体） スターゼン北日本販売株式会社（単体） 
決算期 平成 22年 

３月期 
平成 23年
３月期 

平成 24年 
３月期 

平成 22年 
３月期 

平成 23年 
３月期 

平成 24年 
３月期 

売上高 49,379 46,889 42,960 26,994 26,842 24,853 
経常利益 520 293 158 573 335 200 
当期純利益 269 139 41 329 181 99 

（百万円） 
 スターゼン西日本販売株式会社（単体） スターゼン南日本販売株式会社（単体） 
決算期 平成22年３

月期 
平成 23年
３月期 

平成 24年
３月期 

平成22年３
月期 

平成23年３
月期 

平成 24年
３月期 

売上高 31,757 31,546 30,183 27,415 26,948 26,987 
経常利益 478 348 257 466 310 344 
当期純利益 267 189 123 261 167 182 
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５．存続会社の概要および商号変更  
（１）当該存続会社の概要    

商     号     スターゼン東日本販売株式会社 
本 店 所 在 地     東京都港区港南五丁目１番 30号 
代表者の役職・氏名   代表取締役社長 西村 周司 

（２）新商号     
   スターゼン販売株式会社 
（３）商号変更日 
   平成 25年 4月 1日 

 
６．合併後の状況  
（１）商         号    スターゼン販売株式会社 
（２）本  店  所  在  地    未定 
（３）代表者の役職・氏名      未定 
（４）事   業   内   容      食肉・食肉加工品および食品の販売 
（５）資     本     金    １億円 
（６）大株主および持ち株比率    当社 100％ 

 
７．今後の見通し  
本吸収合併が当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 
 

以 上 


