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永屋水産有限会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 26 年 11 月 19 日開催の取締役会において、永屋水産有限会社の株式を取得し、

同社を子会社化することについて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。 

 

 

記 

 

 

１．株式取得の理由 

永屋水産有限会社（横浜市磯子区）は、生鮮魚類及び魚類飼料の卸売業者として 1996 年

（平成８年）に設立され、卸問屋や卸売市場等の大手流通向けに販売を行っております。 

近年、水産養殖業界は長引くデフレ経済と魚価低迷等により生産量及び経営体が減少傾

向にあります。飼料業界は、競合他社の優良顧客の囲い込みなど競争が激化してきており

ます。このような状況のなか、種苗と飼料の供給・養殖生産物の買取販売及び消費者ニー

ズによる加工品販売まで一貫した事業として再編・統合が進行し集約されつつあります。 

このような環境の下、当社グループの水産事業（養魚用配合飼料及び魚介類種苗の生産

販売）において、大手流通向けの販売を主体とする永屋水産有限会社の株式取得は、販売

チャネル拡大に加え、養殖魚の買取販売や加工品の販売商権を獲得することで有益なもの

となり、今後の水産事業のさらなる伸長に資するものと判断し、本件株式取得を決定した

ものであります。 

 

 

２．異動の方法 

当社は、永屋水産有限会社の発行済株式 60 株の全てを現金を対価として取得します。こ

れにより、永屋水産有限会社は当社の連結子会社となります。なお、本件株式取得資金に

つきましては、自己資金にて賄う予定であります。 

 

 

 

 



 

３．異動する子会社（永屋水産有限会社）の概要 

（１） 名称 永屋水産有限会社 

（２） 所在地 横浜市磯子区岡村一丁目 20 番１-213 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 永野 俊夫 

（４） 事業内容 生鮮魚介類の卸売販売及び魚類飼料の販売 

（５） 資本金 3,000 千円 

（６） 設立年月日 平成８年 12 月４日 

（７） 決算期 ５月 31 日 

（８） 大株主及び持株比率 
永野 俊夫 66.67％ 

永野 節美 33.33％ 

（９） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関

係はありません。また、当社の関係者及び関係

会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき資本関係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関

係はありません。また、当社の関係者及び関係

会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき人的関係はありません。 

取引関係 
当社は当該会社に、養魚用配合飼料を販売して

おります。 

（10） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 24 年５月期 平成 25 年５月期 平成 26 年５月期 

 純資産 1,679 千円 4,192 千円 4,644 千円

 総資産 137,243 千円 144,879 千円 135,484 千円

 １株当たり純資産 27,989 円 69,858 円 77,403 円

 売上高 1,167,466 千円 1,164,111 千円 1,194,463 千円

 営業利益又は営業損失(△) 5,569 千円 3,811 千円 △2,201 千円

 経常利益 5,464 千円 3,495 千円 421 千円

 当期純利益 5,464 千円 2,512 千円 453 千円

 １株当たり当期純利益 91,064 円 41,869 円 7,544 円

 １株当たり配当金 － － －

 

 

４．株式取得の相手先の概要 

（１） 氏名（住所） 

永野 俊夫（横浜市磯子区） 

永野 節美（横浜市磯子区） 

合計 60 株 

（２） 当社と当該個人の関係 
当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係、人的関係

及び取引関係はありません。 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合 ：0.0％） 

（２） 取得株式数 

60 株 

（議決権の数：60 個） 

（発行済株式数に対する割合：100.0％） 

（取得価額 ：16,860 千円） 

（３） 異動後の所有株式数 

60 株 

（議決権の数：60 個） 

（議決権所有割合 ：100.0％） 

 

 

６．日程 

（１） 取締役会決議日 平成 26 年 11 月 19 日 

（２） 株式譲渡契約締結日 平成 26 年 11 月 19 日 

（３） 株式譲渡実行日 平成 26 年 11 月 28 日（予定） 

 

 

７．今後の見通し 

本件（株式取得による子会社化）が、当社の平成 27 年３月期の連結業績に与える影響は軽微

であります。 

 

 

以 上 

 

 

（参考）当期連結業績予想（平成 26 年 11 月 12 日公表分）及び前期実績 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

当期連結業績予想 

（平成 27 年３月期） 
10,626 470 499 287 61 円 08 銭

前期連結業績 

（平成 26 年３月期） 
9,804 431 460 431 91 円 69 銭

 

 


