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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１３年６月２５日

各　　位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名　キ ユ ー ピ ー 株 式 会 社            

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　代表取締役社長　大山轟介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （コード番号２８０９　東証第１部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先　専務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号  ０３－３４８６－３３３１

合併に関するお知らせ

　当社は、平成１３年６月２５日開催の取締役会において、平成１３年１０月１日を期し

て株式会社グリーンクラブ（連結子会社）と合併することを決議いたしましたので、ここ

にお知らせします。

　なお、今回の合併は、商法第 413 条の３に基づく簡易合併の方法により行います。

記

１．合併の趣旨

　　株式会社グリーンクラブは、当社が平成６年 12 月に設立し、売店及び福利厚生施設の

運営管理を主たる事業として行っており、また同社の株式は全て当社が所有していま

す。

　　株式会社グリーンクラブは既に当グループの福利厚生専門会社としての役割を終えま

したので、今般同社との合併を行うことといたしました。

２．合併の要旨

　(1)合併の日程

　　合併承認取締役会　　　平成 13 年 ６月 25 日

　　合併契約書締結　　　　平成 13 年 ７月 ４日（予定）

　　合　併　期　日　　　　平成 13 年 10 月 １日（予定）

　　合　併　登　記　　　　平成 13 年 10 月 １日（予定）

　　（ご参考）株式会社グリーンクラブの合併契約書承認総会は、平成 13 年７月下旬に

              予定されています。
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(2)合併方式

　　当社を存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社グリーンクラブは解散します。

　(3)その他

　　今回の合併は、商法第 413 条の３に基づく簡易合併の方法により行います。

　　また、合併に際しての新株式の発行はありません。

３．合併当事会社の概要

(1) 商　　　号 キユーピー株式会社（合併会社） 　株式会社グリーンクラブ
　　　　　　　　（被合併会社）

(2) 主な事業内容 食料品の製造販売 売店、福利厚生施設の運営管理
(3) 設立年月日 大正８年 11 月 30 日 平成６年 12 月 12 日
(4) 本店所在地 東京都渋谷区渋谷１丁目４番 13 号 同　　左
(5) 代　表　者 代表取締役社長　大山　轟介 代表取締役社長　山本　伸治
(6) 資　本　金 ２４１億２百万円 ３０億円
(7)発行済株式総数
　　（額面金額）

１５５，４６１，９４１株
（５０円）

６０，０００株
（５万円）

(8) 株 主 資 本     １０１，８８０百万円 ２，９８２百万円
(9) 総　資　産 １９４，５２７百万円 ３，０５７百万円
(10)決　算　期 11 月 30 日 ９月 30 日
(11)従 業 員 数     ２，５２９名 ９名
(12)主要取引先 （販売先）

　㈱菱食、加藤産業㈱、㈱雪印ア
　クセス、三井物産㈱、国分㈱
（仕入先）
　三井物産㈱、住友商事㈱、三菱
　商事㈱、東洋製罐㈱

　（販売先）
　　　キユーピー㈱

(13)大株主及び持
　株比率

1.㈱中島董商店 　　　１６．９％
2.日本トラスティ・サービス信託銀行㈱　  ４．０％
3.㈱三井住友銀行  　　 ３．６％
4.日本生命保険(相)      ３．２％
5.㈱董 花 　　   　  　３．１％

　キユーピー㈱　　１００％

(14)主要取引銀行 ㈱三井住友銀行
㈱第一勧業銀行
㈱東京三菱銀行

㈱三井住友銀行
㈱第一勧業銀行

　資本関係 キユーピー㈱が㈱グリーンクラブの発行する全株式を
保有しています

　人的関係 ㈱グリーンクラブの代表者はキユーピー㈱出身者であ
り、他の役員もキユーピー㈱の役員及び従業員が兼務
しています。また、同社の従業員はキユーピー㈱及び
その子会社からの出向者です

(15)当事会社間の
関係

　取引関係 キユーピー㈱を委託者、㈱グリーンクラブを受託者と
して、福利厚生業務の委託取引があります

（注） (8)(9)(11)(13)の各項目については、両社とも平成 13 年５月 31 日現在の内容を

記載しています。
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　(16)最近３年間の業績

　　キユーピー株式会社（合併会社）
決　　算　　期 平成 10 年 11 月期 平成 11 年 11 月期 平成 12 年 11 月期
売　　上　　高 ２５８，７５２百万円 　２６７，４３５ 　２６９，８８１
営　業　利　益 　　９，０４１百万円 　　　９，４８８ 　　１０，５８７
経　常　利　益 　　８，４２２百万円 　　　９，５８０ 　　１０，４０５
当  期  利  益
　 又は損失（△）

　　４，７２１百万円 　　　４，２８７ 　　△１，３７０

１株当たり利益
　 又は損失（△）

　　　２９．64円 　　　２７．19 　　△　　８．79

１株当たり配当金 　　　　１０円 　　　１２ 　　　１２
１株当たり株主資本 　　６４７．96円 　　６６５．82 　　６４３．90

（注１）平成 11 年 11 月期の１株当たり配当金には、創立 80 周年記念配当２円が含まれて

　　　　います。

（注２）平成 12 年 11 月期の当期損失は、退職給与引当金の計上によるものであります。

　

　株式会社グリーンクラブ（被合併会社）

決　　算　　期 平成 10 年９月期 平成 11 年９月期 平成 12 年９月期
売　　上　　高 　　５４３百万円 　　　５１８ 　　　５５６
営　業　利　益

　 又は損失（△）
　　△１１百万円 　　　△４５ 　　　△５６

経　常　利　益
   又は損失（△）

　　　２４百万円 　　　△３２ 　　　　２０

当　期　利　益
   又は損失（△）

　△１９７百万円 　　　１５９ 　　　　１７

１株当たり損失
　 又は損失（△）

△３，２９６．55円 　２，６６５．25 　　２８６．15

１株当たり配当金 　　（な　し） 　　（な　し） 　　（な　し）
１株当たり株主資本 ４７，１７８．74円 　４９，８４４．00 　５０，１３０．15

４．合併後の状況

　　合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期は、いずれ

も合併前と同じであります。

総資産については、合併によって７６５百万円の増加（平成 13 年５月 31 現在の貸借

対照表を基礎として算出したもの）が見込まれております。

　　また、合併による当社業績への影響はありません。
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