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会社分割（簡易吸収分割）の詳細決定に関するお知らせ 

 

当社は、2020年７月 29日付け「当社国内農事業の会社分割の方針決定及び分割に向けた新

会社カゴメアグリフレッシュ株式会社の設立に関するお知らせ」の方針の下、本日開催の取締

役会において、当社の国内農事業をカゴメアグリフレッシュ株式会社（以下 KAF社）に、会社

分割（吸収分割）により承継させることに関する吸収分割契約書の締結（以下本契約）を決議

しましたので、下記の通りお知らせします。 

なお、本会社分割は、100％子会社を対象とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容

を一部を省略して開示しています。 

 

 

記 

１．本会社分割の目的 

2020 年７月 29 日付け「当社国内農事業の会社分割の方針決定及び分割に向けた新会社

カゴメアグリフレッシュ株式会社の設立に関するお知らせ」のとおり、当社は、国内農事

業の価値を一層高めることを目的として、2020 年 10 月 1 日に KAF 社を設立し、会社分割

により同事業を KAF 社に移管します。これにより、国内農事業の戦略等の意思決定の迅速

化、経営資源の集中と効率的な活用、強固なガバナンス体制の確立等を図ってまいります。 

 

２．本会社分割の要旨 

（１）本会社分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会決議日 2020年 11月 20日 ※1 

吸収分割契約締結日 2020年 11月 20日 ※1 

吸収分割の効力発生日 2021年１月１日（予定） 

※1 事務手続き上の理由により予定日（2020年 10月 23日）から変更しております。 

※2 本会社分割は、会社法第 784条第 2項に基づき、当社株主総会の決議による承認

を得ずに行います。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社を分割会社とし、KAF社を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。 



 

（３）本会社分割に係る割当ての内容 

当社が KAF社の全株式を保有しており、本会社分割に際して、株式その他の金銭等の

割当て及び交付は行いません。 

 

（４）本会社分割に伴う新株予約権及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 

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

KAF 社は、効力発生日における本事業に係る資産、負債、契約その他の権利義務を、

本契約において定める範囲で承継します。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割において、効力発生日以降の当社が負担すべき債務については、その履行

の見込みに問題はないと判断しています。 

 

３．会社分割の当事会社の概要  

 分割会社 承継会社 

(1) 名称 カゴメ株式会社 カゴメアグリフレッシュ 

株式会社 

(2) 所在地 愛知県名古屋市中区錦 

３丁目 14番 15号 

東京都中央区日本橋浜町 

3丁目 21番 1号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

山口 聡 

代表取締役社長 

羽布津 真典 

(4) 事業内容 調味食品、飲料、その他の

食品の製造・販売 

青果物の仕入れ・生産・ 

販売 

(5) 資本金 19,985百万円 50百万円 

(6) 設立年月日 1949年８月１日 2020年 10月１日 

(7) 発行済株式数 94,366,944株 5,000株 

(8) 決算期 12月 31日 12月 31日 

(9) 大株主及び持株比率 1.日本トラスティ・サービ

ス信託銀行㈱ 9.33% 

2.ダイナパック㈱ 4.97% 

3.日本マスタートラスト信

託銀行㈱ 4.74% 

(2020年６月 30日現在) 

カゴメ株式会社 100% 

(2020年 11月 20日現在) 



 

(10) 直前事業年度の財

政状態及び経営成績 

分割会社 承継会社 

決算期 
2019年 12月期 

連結：国際会計基準 

2020年 10月 1日設立によ

り、該当無し。 

資本合計 111,386百万円  

資産合計 201,179百万円  

１株当たり親会社 

所有者帰属持分 
1,219円 47銭  

売上収益 180,849百万円  

事業利益 12,304百万円  

営業利益 14,079百万円  

親会社の所有者に帰属

する当期利益 
10,198百万円  

１株当たり当期利益 114円 89銭  

 

 

４．承継する事業部門の概要  

（１）承継する事業の内容 

① 生鮮トマト事業 

② ベビーリーフ事業 

③ 家庭用園芸資材事業 

④ アグリサポート事業 

 

（２）承継する事業の経営成績 

売上収益 84億円（2019年 12月期） 

 

（３）承継する資産、負債の項目及び帳簿価額  

資産 負債 

項目 金額 項目 金額 

流動資産 100百万円 流動負債 － 

固定資産 － 固定負債 － 

 合計 100百万円  合計 － 

（注）2020 年 10 月 31 日現在の貸借対照表を基に算出しているため、

実際に承継される金額は上記帳簿価額に効力発生日前日までの

増減を調整したものとなります。 

  



 

５．本会社分割後の状況  

 分割会社 承継会社 

(1) 名称 カゴメ株式会社 カゴメアグリフレッシュ 

株式会社 

(2) 所在地 愛知県名古屋市中区錦 

３丁目 14番 15号 

東京都中央区日本橋浜町 

3丁目 21番 1号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 

山口 聡 

代表取締役社長 

羽布津 真典 

(4) 事業内容 調味食品、飲料、その他

の食品の製造・販売 

青果物の仕入れ・生産・ 

販売 

(5) 資本金 19,985百万円 375百万円 

(6) 決算期 12月末 12月末 

   注：本会社分割とは別に、事業開始資金として当社から KAF 社に増資を行う予定です。

その結果、承継会社である KAF社の資本金は、375百万円に増加する予定です。 

 

６．今後の見通し  

本会社分割は、当社及び当社 100％出資の連結子会社との間で行われるため、当社の連結

業績への影響は軽微です。 

 

（参考）当期連結業績予想（2020年７月 29日公表分）および前期連結実績 

    単位：百万円 

 
売上 

収益 

事業 

利益 

営業 

利益 

親会社の所有

者に帰属する

当期利益 

当期業績予想（通期） 

（2020年 12 月期） 
181,400 12,400 12,900 8,700 

前期実績（通期） 

（2019年 12 月期） 
180,849 12,304 14,079 10,198 

 

以上 


