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2021 年５月 20 日 

各  位 

会 社 名 中 部 飼 料 株 式 会 社

（ コ ー ド 番 号 ：2053 東 証 ･ 名 証 第 １ 部 ）

代表者名 代 表 取 締 役 社 ⾧ 平 野 晴 信

問合せ先 常務執行役員管理本部⾧ 井 藤 直 樹

（TEL：052-204-3050）

 

伊藤忠商事株式会社及び伊藤忠飼料株式会社との資本提携の解消及び業務提携の変更、並びに 

子会社(孫会社)の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、本日の取締役会決議により、伊藤忠商事株式会社（以下、「伊藤忠商事」といいます。）と

伊藤忠飼料株式会社（以下、「伊藤忠飼料」といいます。）との間の資本業務提携に関し、資本提携を

解消し、業務提携の内容を変更することを決定しました。これに伴い、当社と伊藤忠飼料の共同出資

（当社 51％、伊藤忠飼料 49％）によるみらい飼料株式会社（以下、「みらい飼料」といいます。）が保

有する４工場のうち、石巻工場、門司工場及び志布志工場の３工場を会社分割により分離し、当該３

工場を承継したみらい飼料の完全子会社（以下、「新設会社」といいます。）の普通株式全てを伊藤忠

飼料に譲渡することとなりましたので、あわせて、下記のとおりお知らせいたします。 

また、資本提携の解消に伴い、伊藤忠商事、伊藤忠飼料及び伊藤忠食糧株式会社（以下、「伊藤忠食

糧」といいます。）の保有する当社株式を対象の一部とした株式売出しについても決定しております。

株式売出しについては、本日付けで公表した「株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

１．資本提携解消及び業務提携変更の内容等 

（１）資本提携解消及び業務提携変更の理由 

当社と伊藤忠商事及び伊藤忠飼料は、2015 年７月 31 日付けで公表いたしました「伊藤忠商

事株式会社及び伊藤忠飼料株式会社との資本業務提携及び合弁事業の開始（合弁子会社の取得）

に関するお知らせ」のとおり、お互いの強みを総合的に組み合わせ、差別化飼料の開発、製造

を推進し、各社の企業価値の向上に繋げることを目的として、資本業務提携を行いました。 

資本提携については、業務提携の確実な推進等のために当社が資本参加を受け入れ、業務提

携については、当社と伊藤忠飼料の共同出資（当社 51％、伊藤忠飼料 49％）によるみらい飼料

を設立し、販売面では当社と伊藤忠飼料が個々に行いつつ、製造面では相互に協力し、八戸工

場、石巻工場、門司工場及び志布志工場の４工場にて高品質な飼料を共同生産してまいりまし

た。 
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今般、事業環境の変化を踏まえ、今後の業務提携のあり方に関して協議した結果、従前どお

りの形態でみらい飼料を継続するよりも、今後はそれぞれが独自の経営戦略を推進することが

より望ましいとの結論に至りました。そのため、資本提携については、当初の役割を果たした

と判断し、本日付けで公表した「株式の売出しに関するお知らせ」に記載されている株式売出

しを通じて伊藤忠商事及びその子会社（伊藤忠飼料及び伊藤忠食糧）が保有する当社普通株式

全部を売却する方法で解消すること、業務提携については、伊藤忠飼料との共同生産事業の対

象をみらい飼料の八戸工場 1 か所に変更することで合意しました。 

今回の資本提携の解消及び業務提携の変更にかかわらず、当社が独自路線を堅持する方針に

変化はなく、今後も、当社は、消費者が求める良質な畜水産物の国内生産を支え続ける飼料加

工メーカーとして、特性ある飼料の開発、製造の推進という成長戦略を実行してまいります。 

 

（２）伊藤忠商事及びその子会社（伊藤忠飼料及び伊藤忠食糧）が保有する当社普通株式数及び発行

済株式数に対する割合 

    2,111,400 株（発行済株式数に対する割合 6.95％） 

 

（３）業務提携変更の内容 

みらい飼料が保有する４工場のうち石巻工場、門司工場及び志布志工場の３工場を会社分割

により分離し、当該３工場を承継した新設会社の普通株式全てを伊藤忠飼料に譲渡します。そ

の結果、みらい飼料は八戸工場１か所において、従前と同様の枠組みにて伊藤忠飼料との共同

生産事業を継続し、お客様への飼料安定供給を図ってまいります。 

一方、当社は、当社の八戸工場における増産投資を決定しております。将来的に当社の八戸

地域のお客様への飼料安定供給に必要な生産能力が自社で十分整備された場合には、共同生産

事業を含む業務提携全体を解消することを検討しております。なお、当社及び伊藤忠飼料は、

それぞれ、2023 年９月末日以降、当社保有のみらい飼料の普通株式の全てを伊藤忠飼料へ譲渡

する方法で共同生産事業を解消することができる権利を有しています。 

 

（４）新設会社の概要 

（１） 名称 株式会社Ｉ
アイ

・フィード（予定） 

（２） 所在地 名古屋市中区錦二丁目 13 番 19 号 瀧定名古屋ビル５階（予定） 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 門口 勝祐（予定） 

（４） 事業内容 配合飼料の製造 

（５） 資本金 100 百万円（予定） 

（６） 設立年月日 2021 年５月下旬（予定） 

（７） 会社分割実行日 2021 年７月 30 日（予定） 

（８） 決算期 ３月 31 日 

（９） 出資比率 みらい飼料株式会社：100％ 

（10） 工場所在地 
（石 巻 工 場）宮城県石巻市 
（門 司 工 場）福岡県北九州市 
（志布志工場）鹿児島県志布志市 
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（５）新設会社株式の伊藤忠飼料への譲渡価額 

合計約 22 億円（概算額） 

 

２．資本提携解消及び業務提携変更の相手先の概要 

 

(伊藤忠商事) 

（１） 名称 伊藤忠商事株式会社 

（２） 所在地 大阪市北区梅田三丁目１番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 CEO 岡藤 正広 

（４） 事業内容 
繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、
保険、物流、建設、金融の各分野における国内・輸出入・三国
間取引、国内外における事業投資等 

（５） 資本金 253,448 百万円 

（６） 設立年月日 1949 年 12 月１日 

（７） 
大株主及び持株比率 

（2020 年 9 月 30 日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 …… 

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC ……… 

株式会社日本カストディ銀行（信託口）……… 

CP WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY LIMITED…  

日本生命保険相互会社 ………………………… 

株式会社みずほ銀行 …………………………… 

株式会社日本カストディ銀行（信託口 5）…… 

株式会社日本カストディ銀行（信託口 9）…… 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT ……………… 

株式会社日本カストディ銀行（信託口 7）…… 

138,242 千株 

84,000 千株 

83,914 千株 

63,500 千株 

34,056 千株 

31,200 千株 

28,730 千株 

25,716 千株 

25,601 千株 

23,653 千株 

(9.28％) 

(5.64％) 

(5.63％) 

(4.26％) 

(2.29％) 

(2.09％) 

(1.93％) 

(1.73％) 

(1.72％) 

(1.59％) 

（８） 当事会社間の関係  

 資本関係 
伊藤忠商事は 2021 年３月 31 日現在、当社の株式 679,000 株を
保有しています。 

 人的関係 該当事項はありません。 

 取引関係 当社は伊藤忠商事から原料の供給を受けています。 

 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

 決算期 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

 株主資本合計（百万円） 2,936,908 2,995,951 3,316,281 

 資産合計（百万円） 10,098,703 10,919,598 11,178,432 

 １株当たり株主資本（円） 1,930.47 2,010.33 2,232.84 

 収益（百万円） 11,600,485 10,982,968 10,362,628 

 営業利益（百万円） 361,492 399,438 403,414 

 
当社株主に帰属する 
当期純利益（百万円） 

500,523 501,322 401,433 

 
基本的1株当たり当社株主に

帰属する当期純利益（円） 
324.07 335.58 269.83 

 １株当たり配当額（円） 83.00 85.00 88.00 
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(伊藤忠飼料) 

（１） 名称 伊藤忠飼料株式会社 

（２） 所在地 東京都江東区亀戸二丁目 35 番 13 号新永ビル 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤嶋 照夫 

（４） 事業内容 配合飼料の製造・販売及び畜産物の仕入・生産・加工・販売等 

（５） 資本金 1,910 百万円 

（６） 設立年月日 1961 年２月１日 

（７） 大株主及び持株比率 伊藤忠商事株式会社  …………………………………… 99.9％ 

（８） 当事会社間の関係  

 資本関係 
伊藤忠飼料は 2021 年３月 31 日現在、当社の株式 945,000 株を
保有しています。 

 人的関係 該当事項はありません。 

 取引関係 当社は伊藤忠飼料に対して配合飼料の供給を行っています。 

 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（９） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

 決算期 2018 年３月期 2019 年３月期 2020 年３月期 

 純資産合計（百万円） 6,395 5,921 7,031 

 資産合計（百万円） 33,562 33,277 31,968 

 売上高（百万円） 80,146 82,807 82,071 

 営業利益（百万円） 1,380 364 765 

 経常利益（百万円） 1,793 696 1,654 

 当期純利益（百万円） 1,261 772 1,423 

 

(伊藤忠食糧) 

（１） 名称 伊藤忠食糧株式会社 

（２） 所在地 東京都港区南青山一丁目１番１号 新青山ビル西館 21 階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 近藤 秀衛 

（４） 事業内容 
甘味料・小麦粉・油脂・米穀・製菓原料・飲料原料等の食料原
料の国内販売 

（５） 資本金 400 百万円 

（６） 設立年月日 1973 年１月 22 日 

（７） 大株主及び持株比率 伊藤忠商事株式会社 ……………………………………… 100％ 

（８） 当事会社間の関係  

 資本関係 
伊藤忠食糧は 2021 年３月 31 日現在、当社の株式 487,400 株を
保有しています。 

 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。 

（９） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

 決算期 2018 年３月期 2019 年３月期 2020 年３月期 

 純資産合計（百万円） 3,782 3,594 3,737 

 資産合計（百万円） 54,830 54,914 48,299 

 売上高（百万円） 269,897 278,809 269,243 

 営業利益（百万円） 3,840 3,981 4,156 

 経常利益（百万円） 3,696 3,970 4,238 

 当期純利益（百万円） 2,717 2,788 2,974 
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３．合弁会社の概要 

（１） 名称 みらい飼料株式会社 

（２） 所在地 名古屋市中区錦二丁目 13 番 19 号 瀧定名古屋ビル５階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 門口 勝祐 

（４） 事業内容 配合飼料の製造 

（５） 資本金 100 百万円 

（６） 設立年月日 2015 年４月 27 日 

（７） 合弁事業開始日 2015 年 10 月１日 

（８） 決算期 ３月 31 日 

（９） 純資産 1,240 百万円（2021 年３月 31 日） 

（10） 総資産 8,056 百万円（2021 年３月 31 日） 

（11） 出資比率 中部飼料株式会社：51％、伊藤忠飼料株式会社：49％ 

（12） 工場所在地 

（八 戸 工 場）青森県八戸市 
（石 巻 工 場）宮城県石巻市 
（門 司 工 場）福岡県北九州市 
（志布志工場）鹿児島県志布志市 

 

４．日程 

（１） 取締役会決議日 2021 年５年 20 日 

（２） 資本提携解消及び業務提携変更の合意日 2021 年５月 20 日 

（３） 新設会社の設立日 2021 年５月下旬（予定） 

（４） みらい飼料の会社分割実行日 2021 年７月 30 日（予定） 

（５） 新設会社株式の伊藤忠飼料への譲渡日 2021 年８月２日（予定） 

 

５．今後の見通し 

 本資本提携解消及び業務提携変更により、当社連結売上高に一定の影響が生じる見通しですが、

連結営業利益への影響は軽微です。当社の 2022 年３月期連結業績及び中期経営計画への影響に

ついては、本日付けで公表した「業績予想及び中期経営計画の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

 

以 上 


