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持分法適用関連会社の異動（連結子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催された取締役会において、当社持分法適用関連会社である国際埠頭株式会

社の株式を追加取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。こ

れにより、国際埠頭株式会社は当社の連結子会社に該当することとなります。 

 

記 

 

1. 株式追加取得の目的 

当社は、社会基盤の一翼を担う企業として、「品質」を維持しつつ、安定した物流サー

ビスを提供し続け、顧客にとっての「ロジスティクス・パートナー」としての使命を果た

すため、事業競争力の強化、企業基盤の強化に取り組んでおります。 

近年は、労働力不足を背景に、装置産業型ともいえる、タンクターミナル事業、バルク

ターミナル事業をグループ会社にて運営し、物流サービスの拡大に注力しております。 

 

一方、国際埠頭株式会社は、1966 年に当社による設立以来、様々な企業からの資本を受

け、1973 年以降三菱商事株式会社を筆頭株主として、国内外の企業の物流を担っておりま

す。 

 

本件は、当社が国際埠頭株式会社を連結子会社化することにより、物流拠点の強化及び

物流サービスの拡大を期待できることから、当社は国際埠頭株式会社の株式を追加取得す

ることといたしました。今後一層、国際埠頭株式会社の各顧客の物流効率化に貢献すると

共に当社グループの企業価値向上に努めてまいります。 

  



2. 異動する子会社（国際埠頭株式会社）の概要 

（1）名称 国際埠頭株式会社 

（2）所在地 神奈川県横浜市中区豊浦町 3番地 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 伊藤 茂樹 

（4）事業内容 港湾運送事業、倉庫業、農産物及び鉱産物の加

工業、内航海運業、貨物利用運送事業他 

（5）資本金 1,800 百万円 

（6）設立年月日 1966 年 3 月 25 日 

（7）大株主及び議決権保有割合 

  （2018 年 3 月末時点） 

三菱商事株式会社 48.93％

丸全昭和運輸株式会社 35.52％

日本農産工業株式会社 1.17％

他 15 名 14.38％

（8）上場会社と当該会社との関係 資本関係 当社は、当該会社の議決権 35.52%を

保有しております。 

人的関係 当社は、常勤取締役 1名、非常勤取

締役 1名、常勤監査役 1名を派遣し

ております。 

取引関係 当社は、当該会社から一部業務を受

託しております。 

（9）直近 3年間の財政状態及び 

経営成績（注） 

2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期

売上高 4,469 4,172 4,360

営業利益 844 762 834

経常利益 814 742 829

当期純利益 532 503 561

1 株当たり当期純利益（円） 155 147 164

1 株当たり配当金（円） 20 50 74

純資産 8,156 8,525 8,869

1 株当たり純資産（円） 3,238 3,082 3,032

総資産 11,082 10,548 10,378

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

（注）2019 年 3 月期については集計中のため、掲載しておりません。 

尚、1株当たり当期純利益、1株当たり配当金及び 1株当たり純資産は自己株式数の除いた

発行済株式数を用いて算出しております。 

 

 

3. 株式取得の相手先の概要 

① 

（1）名称 三菱商事株式会社 

（2）所在地 東京都千代田区丸の内二丁目 3番 1号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 垣内 威彦 

（4）事業内容 地球環境・インフラ事業、新産業金融事業、エ

ネルギー事業、金属、機械、化学品、生活産業

の 7グループ体制で、幅広い産業を事業領域と

して多角的なビジネスを展開 

（5）資本金 204,447 百万円（2018 年 12 月末現在） 

（6）設立年月 1950 年 4 月 1 日 

（7）連結純資産 6,480,975 百万円（2018 年 12 月末現在） 

（8）連結総資産 16,807,092 百万円（2018 年 12 月末現在） 



（9）大株主及び持株比率 

  （2018 年 9 月末現在） 

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 

(信託口) 

8.89％

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社 

(信託口) 

5.97％

東京海上日動火災保険株式会社 4.50％

明治安田生命保険相互会社 4.08％

いちごﾄﾗｽﾄ･ﾋﾟｰﾃｨｰｲｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 2.40％

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 

(信託口 9) 

2.28％

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社 

(三菱重工業株式会社口・退職給付信

託口) 

2.03％

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 

(信託口 5) 

1.69％

JP Morgan Chase Bank 385151 1.37％

State Street Bank West Client-

Treaty 505234 

1.35％

（10）上場会社と当該会社との関係 資本関係 当社は当該会社の 101 千株を保有し

ております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当社は、当該会社から一部業務を受

託しております。 

 

② 

（1）名称 日本農産工業株式会社 

（2）所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい 

二丁目 2番 1号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岡本 康治 

（4）事業内容 畜産飼料事業、水産飼料事業、食品事業及びラ

イフテック事業 

（5）資本金 7,400 百万円 

（6）設立年月日 1931 年 8 月 6 日 

（7）直前事業年度の純資産 当該情報を入手しておりませんので非開示 

（8）直前事業年度の総資産 当該情報を入手しておりませんので非開示 

（9）大株主及び持株比率 

   （2018 年 12 月末現在） 

三菱商事株式会社 100.00%

（10）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。 

 

4. 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 1,215,500 株 

（議決権所有割合：35.52％） 

（2）追加取得株式数 1,714,500 株（議決権所有割合：50.10％） 

・三菱商事株式会社保有分：1,674,500 株 

・日本農産工業株式会社保有分：40,000 株 

（3）取得価格 7,400 百万円 

（4）異動後の所有株式数 2,930,000 株（議決権所有割合：85.62％） 



※取得価格については、株式会社レコフによる算定書を参考とし株式取得の相手先と協議

の上、決定いたしました。 

 

5. 日程 

（1）取締役会決議日 2019 年 4 月 26 日（本日） 

（2）株式譲渡契約締結日 2019 年 4 月 26 日（本日） 

（3）株式譲渡実行日 2019 年 6 月 21 日 

 

6. 業績に与える影響 

本件により、国際埠頭株式会社は当社の連結子会社となる見込みですが、今後の連結業績

に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合に

は、速やかにお知らせいたします。 

以上 


