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当社グループの組織再編（連結子会社および持分法適用会社の異動） 

および特別利益の計上に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年２月 14 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である林兼コンピ

ューター株式会社および林兼冷蔵株式会社、ならびに持分法適用会社である株式会社ベツ

ケイの株式のうち、当社が所有する株式の全部または一部を発行会社にそれぞれ譲渡する

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。 

 

記 
 
１．株式の譲渡の理由 

当社グループは 2021 年４月に策定した「新中期経営計画＜挑戦＞challenge2022」(2021

年３月期～2022 年３月期)）のもと、経営資源の選択と集中による構造改革を進めて収益基

盤の改善を図るとともに、安定的な利益確保に向けた構造強化を図り、持続的な事業発展を

目指しております。 

今回の株式譲渡は、連結決算において「その他の事業」にあたる林兼コンピューター株式

会社（情報処理事業）と林兼冷蔵株式会社（冷蔵倉庫事業）を連結の範囲から除外すること

により、当社の主たる事業である食品事業・飼料事業への経営資源集中を推し進め、確固た

る収益基盤の構築を図ることを目的としております。また、株式会社ベツケイ（飼料事業）

は、同社の経営の独自性・機動性向上を図ることを目的としております。 

さらに、株式譲渡代金を当社グループの財務改善や今後の事業展開に活用したいと考え

ており、これらの組織再編を行うことにより、当社グループの将来の企業価値向上に資する

ものと判断しております。 

  



２．異動する連結子会社および持分法適用会社の概要ならびに発行会社に譲渡する株式数

等について 

 

（１）林兼コンピューター株式会社     

① 名称 林兼コンピューター株式会社 

② 所在地 山口県下関市大和町二丁目４番８号 

③ 代表者の役職・指名 代表取締役社長 御木 諭 

④ 事業内容 情報処理事業 

⑤ 資本金 10 百万円 

⑥ 設立年月日 1978 年 10 月２日 

⑦ 大株主および持株比率 

林兼産業株式会社  45％ 

株式会社恵比須商会 40％ 

林兼冷蔵株式会社   5％ 

株式会社ＣＡＣ Holdings  5％ 

株式会社山口銀行  5％ 

⑧ 

 

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 
当社は当該会社の発行済株式の 45％を保

有しています。 

人的関係 

当社の代表取締役社長が当該会社の取締役

会長を兼務しております。また、当社の従業

員１名が当該会社の監査役を兼務しており

ます。 

取引関係 

当社より事務所を賃借し、当社は電算機処

理の委託および電算機を賃借しておりま

す。 

⑨  当該会社の最近３年間の連結経営成績および連結財政状態 

決算期 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

純資産 536 百万円 474 百万円 537 百万円

総資産 1,176 百万円 1,075 百万円 1,212 百万円

１株当たり純資産 26,836 円 23,733 円 26,872 円

売上高 1,398 百万円 1,442 百万円 1,502 百万円

営業利益 40 百万円 47 百万円 63 百万円

経常利益 43 百万円 50 百万円 69 百万円

当期純利益 29 百万円 34 百万円 49 百万円

１株当たり当期純利益 1,497 円 1,723 円 2,486 円

１株当たり配当金 700 円 700 円 700 円

⑩ 譲渡前の所有株式数 9,000 株（議決権所有割合 45％） 

⑪ 譲渡する株式数 9,000 株 

⑫ 譲渡価額 238 百万円 

⑬ 譲渡後の所有株式数 0 株（議決権所有割合 0％） 

⑭ 当該株式の譲渡により、林兼コンピューター株式会社は連結範囲から除外されます。

  



（２）林兼冷蔵株式会社     

① 名称 林兼冷蔵株式会社 

② 所在地 山口県下関市細江新町３番 30 号 

③ 代表者の役職・指名 代表取締役社長 松谷 徹 

④ 事業内容 冷蔵倉庫事業 

⑤ 資本金 50 百万円 

⑥ 設立年月日 1976 年２月２日 

⑦ 大株主および持株比率 

株式会社恵比須商会 45％ 

林兼産業株式会社   40％ 

林兼冷蔵株式会社  15％ 

⑧ 

 

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 
当社は当該会社の発行済株式の 40％を保

有しています。 

人的関係 

当社の代表取締役社長が当該会社の取締

役会長を兼務しており、また、取締役１名

が取締役を兼務しております。さらに、当

社の従業員１名が当該会社の監査役を兼

務しております。 

取引関係 

当社の原料等の保管をしております。ま

た、当社は土地等の一部を賃借しておりま

す。 

⑨   当該会社の最近３年間の連結経営成績および連結財政状態 

決算期 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

純資産 962 百万円 976 百万円 1,100 百万円

総資産 2,020 百万円 2,080 百万円 2,072 百万円

１株当たり純資産 11,329 円 11,494 円 12,943 円

売上高 1,203 百万円 1,472 百万円 1,233 百万円

営業利益 109 百万円 116 百万円 137 百万円

経常利益 118 百万円 123 百万円 143 百万円

当期純利益 81 百万円 92 百万円 100 百万円

１株当たり当期純利益 957 円 1,087 円 1,185 円

１株当たり配当金 100 円 110 円 110 円

⑩ 譲渡前の所有株式数 40,000 株（議決権所有割合 47％） 

⑪ 譲渡する株式数 11,000 株 

⑫ 譲渡価額 147 百万円 

⑬ 譲渡後の所有株式数 29,000 株（議決権所有割合 39％） 

⑭ 当該株式の譲渡により、林兼冷蔵株式会社は持分法適用会社となります。 

 

  



（３）株式会社ベツケイ     

① 名称 株式会社ベツケイ 

② 所在地 大分県大分市西浜３番７号 

③ 代表者の役職・指名 代表取締役社長 戸倉 信一 

④ 事業内容 飼料事業 

⑤ 資本金 15 百万円 

⑥ 設立年月日 1957 年８月 7日 

⑦ 大株主および持株比率 
株式会社恵比須商会 82％ 

林兼産業株式会社  18％ 

⑧ 

 

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 
当社は当該会社の発行済株式の 18％を保

有しています。 

人的関係 

当該会社の代表取締役社長は当社から出

向中の従業員です。また、もう１名当社か

ら従業員が出向しております。 

取引関係 当社より配合飼料を購入しております。 

⑨   当該会社の最近３年間の連結経営成績および連結財政状態 

決算期 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

純資産 93 百万円 44 百万円 66 百万円

総資産 549 百万円 377 百万円 367 百万円

１株当たり純資産 3,122 円 1,500 円 2,227 円

売上高 2,335 百万円 2,223 百万円 1,892 百万円

営業利益 46 百万円 45 百万円 30 百万円

経常利益 46 百万円 46 百万円 35 百万円

当期純利益 34 百万円 97 百万円 21 百万円

１株当たり当期純利益 1,145 円 3,250 円 728 円

１株当たり配当金 0 円 0 円 0円

⑩ 譲渡前の所有株式数 5,500 株（議決権所有割合 18％） 

⑪ 譲渡する株式数 5,500 株 

⑫ 譲渡価額 22 百万円 

⑬ 譲渡後の所有株式数 0 株（議決権所有割合 0％） 

⑭ 当該株式の譲渡により、株式会社ベツケイは持分法の範囲から除外されます。 

 



３．日程 

上記の株式譲渡は３社とも同じスケジュールで行います。 

（１） 当社取締役会決議日 2022 年２月 14 日 

（２） 
発行会社臨時株主 

総会決議日 
2022 年２月 21 日（予定） 

（３） 株式譲渡契約締結日 2022 年２月 22 日（予定） 

（４） 株式譲渡日 2022 年３月 31 日（予定） 

 

４．今後の見通し 

 上記株式譲渡に伴い、2022 年３月期の個別決算において 384 百万円の特別利益が発

生いたします。なお、連結決算においては個別決算と会計処理が異なり、その影響は軽

微となる見込みですが、今後、開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたしま

す。 

 

以 上 


