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米国子会社による米国合弁子会社の持分追加取得に関するお知らせ 
 

当社は、Calbee America, Inc.（当社完全子会社、以下「CAI」）と R.D. Offutt Company（以

下「RDO」）がそれぞれ 50％の持分を保有する Calbee North America, LLC（以下「CNA」）につい

て、RDOの全ての持分を CAI が追加取得することを 2017 年１月 23 日に決議いたしました。2017

年１月 31 日付で本追加取得が完了したことにより、CNA は CAI の完全子会社となりましたので

お知らせいたします。 

 
記 

 
１．持分取得の理由 

当社は、米国でのビジネスノウハウ獲得と原材料の安定調達を目的に、2006 年に馬鈴しょ生

産大手である RDO と、ポテト系スナック商品『Jagabee』の生地を製造する合弁会社を設立しま

した。2012 年に北米スナック事業の一層の強化を図るため、当合弁会社は CAI のスナック菓子

の製造・販売事業を譲り受け、CNA と商号変更いたしました。CNA は事業開始以来大きく売上を

伸ばし、当初の目的を達成したため、今般、当社と RDOの両社は発展的に合弁事業を解消し、個々

に成長戦略を展開していくこととなりました。今後、CNA は当社グループの完全子会社として、

商品開発・製造・販売のノウハウを生かし、北米での売上 500 億円規模の企業となることを目指

します。 

 

２．完全子会社となる会社(Calbee North America, LLC)の概要 

(1) 名称 Calbee North America, LLC 

(2) 所在地 米国オレゴン州 

(3) 代表者の役職・氏名 CEO 松本晃 

(4) 事業内容 スナック菓子の製造販売  

(5) 資本金 18 百万米ドル（2017年１月末） 

(6) 設立年月日 2006年８月 21日 

(7) 大株主及び出資比率 Calbee America, Inc. 50％  

 R.D. Offutt Company 50％ 

(8) 当社との関係 資本関係 当社の連結子会社です。 

  人的関係 当社の代表取締役が、当該会社の代表取締役を

兼務しております。 

  取引関係 当社は当該会社に資金の貸付を行っておりま

す。また、当社と当該会社の間に営業取引があ

ります。  
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関連当事者への 

該当状況 

当社の連結子会社であり、関連当事者に該当し

ます。 

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2014年 12月期 2015年 12月期 2016年 12月期 

純 資 産 48 百万米ドル 50 百万米ドル 59 百万米ドル 

総 資 産 77 百万米ドル 107百万米ドル 107百万米ドル 

売 上 高 95 百万米ドル 119百万米ドル 119百万米ドル 

営 業 利 益 23 百万米ドル 25 百万米ドル 14 百万米ドル 

当 期 純 利 益 23 百万米ドル 24 百万米ドル 12 百万米ドル 

 

３．持分取得する会社の概要 

(1) 名称 Calbee America, Inc. 

(2) 所在地 米国カリフォルニア州 

(3) 代表者の役職・氏名 CEO 江原信 

(4) 事業内容 有価証券の取得および保有 

(5) 資本金 84 百万米ドル（2017年１月末） 

(6) 設立年月日 1970年３月 12日 

(7) 大株主及び出資比率 カルビー株式会社 100％  

(8) 当社との関係 資本関係 当社の連結子会社です。 

  人的関係 当社の上級執行役員が、当該会社の代表取締役

を兼務しております。 

 取引関係 当社は当該会社に資金の貸付を行っておりま

す。 

関連当事者への 

該当状況 

当社の連結子会社であり、関連当事者に該当し

ます。 

 

４．持分取得の相手先の概要 

(1) 名称 R.D. Offutt Company 

(2) 所在地 米国ノースダコタ州  

(3) 代表者の役職・氏名 CEO Christi Offutt   

(4) 事業内容 馬鈴しょの生産販売 

(5) 設立年 1964年 

(6) 

  

上場会社と 

当該会社との関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 

 

５．取得持分、取得価額及び取得前後の所有持分の状況 

(1) 取得前の所有持分比率 所有割合  50.0％ 

(2) 取得持分比率 取得割合  50.0％ 

(3) 取得価額 85 百万米ドル 

(4) 取得後の所有持分比率 所有割合 100.0％ 

 

６．日程 

 取締役会決議日  2017年１月 23日 

 持分譲渡契約締結日 2017年１月 23日 

 持分譲渡日  2017年１月 31日 
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７．今後の見通し 

Calbee North America, LLC は、本持分追加取得以前においても当社の連結の範囲に含められ

ていることから、本持分の取得による連結業績への影響は軽微であります。  

 

以上 
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