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平成 29 年８月 14 日 

各      位 

会 社 名  カ ゴ メ 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 寺田 直行 

（コード番号 2811 東証・名証第１部） 

問合せ先  財務経理部 ＩＲグループ 

部長   河津 佳子 

（TEL． 03 － 5623 － 8503 ） 

 

米国子会社の株式譲渡契約締結に関するお知らせ 

 

この度、当社と Effem Holdings Limited は、平成 29 年８月 14 日（米国東部時間６時）に、当社子

会社である米国 Preferred Brands International, Inc.（以下、PBI 社）の当社保有の全株式を Effem 

Holdings Limited に譲渡する株式譲渡契約を締結しましたことを、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１． 株式譲渡の理由 

 当社は、平成 27 年５月に PBI 社株式の 70%を同社株主の ASG-OMNI LLC 等から取得することにより同

社を連結子会社化し、米国の消費者向け食品市場で共同して事業を展開して参りましたが、今般、

ASG-OMNI LLC から継続保有する同社株式 30%について、当社に対し売却したい旨の打診があり、当社と

ASG-OMNI LLC の間で協議を継続しておりました。 

 PBI 社を完全子会社化することによる当社グループ全体への相乗効果、同社株式の追加取得に伴う資

金需要、同社事業の方向性等を踏まえて総合的に検討した結果、当社及び ASG-OMNI LLC が保有する同社

の全株式を売却することが、当社及び PBI 社の企業価値向上に資するものと判断し、本件株式譲渡を行

います。 

 

２． 異動する子会社の概要 

(1) 名称 Preferred Brands International, Inc. 

(2) 所在地 米国、コネチカット州、スタンフォード 

(3) 代表者の役職・氏名 CEO Ashok Vasudevan 

(4) 事業内容 家庭用エスニック簡便食品の販売 

(5) 資本金 188 米ドル 

(6) 設立年月日 平成７年３月 17 日 

(7) 従業員数（連結） 241 名（平成 28 年 12 月 31 日時点） 

(8) 発行済株式総数 18,879,016 株 

(9) 大株主及び持株比率 当社 70%、ASG-OMNI LLC 30% 



- 2 - 

 

(10) 当社と当該会社の関係 

資本関係 当社は、当該会社の発行済株式総数の 70%

を所有しています。 

人的関係 当社取締役の西秀訓、渡辺美衡、住友正宏

は、当該会社の取締役を兼務しています。 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取

引関係はありません。 

(11) 当社が当該会社を子会

社した後の最近 2 年間の財政

状態及び経営成績（連結） 

（注１） 

 平成 27 年 12 月期 

（注 2） 

平成 28 年 12 月期 

純資産 17,764 千米ドル 

(2,142 百万円) 

21,533 千米ドル 

(2,508 百万円) 

総資産 32,206 千米ドル 

(3,884 百万円) 

36,043 千米ドル 

(4,198 百万円) 

1 株当たり純資産 0.94 米ドル 

(205.75 円) 

1.14 米ドル 

(222.40 円) 

売上高 28,191 千米ドル 

(3,412 百万円) 

56,491 千米ドル 

(6,148 百万円) 

営業利益 2,771 千米ドル 

(335 百万円) 

6,944 千米ドル 

(755 百万円) 

経常利益 2,332 千米ドル 

(282 百万円) 

6,298 千米ドル 

(685 百万円) 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

1,004 千米ドル 

(121 百万円) 

2,897 千米ドル 

(315 百万円) 

1 株当たり当期純

利益 

0.05 米ドル 

(6.44 円) 

0.15 米ドル 

(16.71 円) 

1 株当たり配当金 －米ドル 

(－円) 

－米ドル 

(－円) 

注 1 邦貨換算につきましては、平成 27 年 12 月期、平成 28 年 12 月期の各決算期における為替レ

ートにて換算した値を記載しております。 

注 2 平成 27 年 12 月期の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1 株

当たり当期純利益については、当該会社を子会社化した後の 7 ヶ月間（平成 27 年 6 月から平

成 27 年 12 月まで）の当該会社の業績を記載しております。 

 

３． 株式の譲渡先の概要 

譲渡先である Effem Holdings Limited は、世界各国でペットケア、チョコレート、食品などの

事業を展開する米国の食品会社である Mars, Incorporated（非公開企業）のグループ会社です。 

当社と Effem Holdings Limited の間には、記載すべき取引関係、資本関係及び人的関係はあり

ません。 

 

４． 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

(1) 譲渡前の所有株式数 13,215,311 株 

(2) 譲渡株式数 13,215,311 株（予定） 

(3) 譲渡価額の総額 譲渡価額については、譲渡先との守秘義務契約に基づき非開示

とさせていただきますが、譲渡価額は当該会社の業績と財政状

態を勘案し、双方協議のうえ合理的な調整のもと決定しており

ます 

(4) 譲渡後の所有株式数 －株（予定） 
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５． 異動の日程 

(1) 契約締結日 平成 29 年８月 14 日（米国東部時間６時） 

(2) 株式譲渡実行日 平成 29 年 10 月末（予定） 

 

６． 今後の見通し 

 本件の株式譲渡に伴う当社の平成29年12月期の連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、

影響額が確定次第、お知らせいたします。 

 

以上 


