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（ TEL. 03-3479-6956） 

 

連結子会社の組織再編に関するお知らせ 

 

当社は、当社の連結子会社である三洋食品株式会社（以下、「三洋食品」）の事業の

一部を会社分割（新設分割）（以下、「本会社分割」）し、新設する株式会社ＳＴＩサ

ンヨー（以下、「ＳＴＩサンヨー」）に承継させるとともに、分割会社である三洋食品

を存続会社、同じく当社連結子会社である株式会社ヤマトミ（以下、「ヤマトミ」）を

消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」）及び存続会社の商号変更（以下、「本商

号変更」といい、本会社分割と本合併を併せて「本組織再編」という）を行うことを決

議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本組織再編は、当社の完全子会社を当事者とする組織再編であるため、適時開

示の際に必要とされる開示事項及び内容を一部省略して記載しております。 

 

記 

 
１．本組織再編の目的 

当社グループの製造拠点を顧客ニーズに即応する機動的な体制とするため再編するこ

ととし、併せて東北地区における水産食品事業の一層の強化発展と効率的な組織運営を

可能とするべく、三洋食品の静岡県焼津市における水産食品やペットフードの製造・販

売、卸売及び輸出入事業を新設会社に分割するとともに、三洋食品がヤマトミを吸収合

併し、当社グループの一員としてＳＴＩを冠名とし、統一されたブランド名の下に、よ

り広くお客様、株主様、お取引先の皆様に認知いただけるよう、商号を変更するもので

あります。 

 

２．本会社分割 

（１）本会社分割の要旨 

①本分割の日程 

新設分割計画承認取締役会   2021 年２月 12 日 

新設分割計画承認株主総会   2021 年３月９日（予定） 

新設分割効力発生日      2021 年４月１日（予定） 

新設会社の設立登記日     2021 年４月１日（予定） 

②本分割の方式 

三洋食品を分割会社とし、新設会社であるＳＴＩサンヨーを承継会社とする新設

分割となります。 

③本分割による株式の割当の内容 

本分割に際して、新設会社となるＳＴＩサンヨーは 600 株を発行し、そのすべて



 

を分割会社である三洋食品に割当交付いたします。なお、三洋食品は、これと同

時に三洋食品に割当てられた全株式を剰余金の配当として三洋食品の 100％親

会社である当社に対して交付いたします。 

④本会社分割にともなう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。 

⑤本会社分割により増減する資本金 

本会社分割により三洋食品の資本金の減少はありません。 

⑥新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、効力発生日に新設分割計画書に定める範囲において、分割会社であ

る三洋食品の本会社分割の対象となる事業に属する資産、負債（債務）、労働契

約、契約上の地位とその他権利義務を承継します。 

⑦債務履行の見込み 

新設会社は、本会社分割において負担すべき債務について、履行の見込みがある

ものと判断しております。 

 

（２）本会社分割の当事会社の概要 

 分割会社 

（2021 年２月 12 日現在） 

新設会社 

（2021 年４月１日予定） 

(1)商号 三洋食品株式会社 株式会社ＳＴＩサンヨー 

(2)所在地 東京都港区南青山一丁目 15 番

14 号 

東京都港区南青山一丁目15番

14 号 

(3)代表者 代表取締役会長 十見 裕 

代表取締役社長 伊達満芳 

代表取締役会長 伊達満芳 

取締役社長 橋本貴史 

(4)設立年月日 2015 年 10 月 28 日 2021 年４月１日（予定） 

(5)事業内容 食品の製造、販売、卸売及び輸

出入業務 

ペットフードの製造、販売、卸

売及び輸出入業務 

食品の製造、販売、卸売及び

輸出入業務 

ペットフードの製造、販売、

卸売及び輸出入業務 

(6)資本金 30 百万円 30 百万円 

(7)発行済み株式数 600 株 600 株 

(8)決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(9)株主構成 当社 100％ 当社 100％ 

 

（３）分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績 

項目 2019 年 12 月期（百万円） 

売上高 3,938 

営業利益 90 

経常利益 131 

当期純利益 106 

総資産 1,707 

純資産 386 

 

 

 



 

（４）本会社分割後の状況 

   本会社分割後の分割会社及び新設会社の商号、所在地、代表者、事業内容及び決算

期については、「２．本会社分割（２）本分割の当事会社の概要」並びに「３．本合併及

び商号変更（３）合併後の状況」をご参照ください。 

 

３．本合併及び商号変更 

（１）本合併及び商号変更の要旨 

  ①日程 

   取締役会決議日          2021 年２月 12 日 

    合併契約締結日          2021 年２月 12 日 

    株主総会決議日          2021 年３月９日（予定） 

    合併期日及び商号変更（効力発生日）2021 年４月１日（予定） 

 

  ②本合併の方式 

   本合併は、三洋食品を存続会社、ヤマトミを消滅会社とする吸収合併方式です。 

 

（２）合併当事会社の概要（2021 年２月 12 日現在） 

 存続会社 消滅会社 

(1)商号 三洋食品株式会社 株式会社ヤマトミ 

(2)所在地 東京都港区南青山一丁目 15 番

14 号 

東京都港区南青山一丁目15番

14 号 

(3)代表者 代表取締役会長 十見 裕 

代表取締役社長 伊達満芳 

代表取締役社長 十見 裕 

(4)事業内容 食品の製造、販売、卸売及び輸

出入業務 

ペットフードの製造、販売、卸

売及び輸出入業務 

倉庫業及び倉庫管理業 

魚介類、水産物の加工、冷凍

及び販売 

生鮮魚介類、冷凍魚介類、塩

干業界類の販売 

食品、加工食品の製造、販売、

通信販売及び輸出入 

倉庫業、冷凍倉庫業、飲食業、

不動産の賃貸 

(5)資本金 30 百万円 30 百万円 

(6)決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(7)株主構成 当社 100％ 当社 100％ 

 

（３）合併後の状況（2021 年４月１日予定） 

(1)商号 株式会社ＳＴＩミヤギ 

(2)所在地 宮城県石巻市魚町三丁目 12 番地の２ 

(3)代表者の役職・氏名 
代表取締役会長 伊達 満芳 

取締役社長 駒井 浩明 

(4)事業内容 

食品の製造、販売、卸売及び輸出入業務 

ペットフードの製造、販売、卸売及び輸出入業務 

倉庫業及び倉庫管理業 

(5)資本金 30 百万円 



 

(6)決算期 12 月 31 日 

(7)株主構成 当社 100％ 

 ※合併期日（効力発生日）付で、存続会社である三洋食品株式会社の商号を「株式会社

ＳＴＩミヤギ」に変更する予定です。 

 

４．今後の見通し 

本組織再編は、いずれも当社の連結子会社の組織再編であるため、当社の連結業績に与

える影響は軽微であります。 

 

以  上 


