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平成２５年９月２７日 

各位 

会社名 日清オイリオグループ株式会社 

代表者  代表取締役社長  今村隆郎 

（ｺｰﾄﾞ番号 ２６０２ 東証第１部） 

問合せ先 執行役員経営企画室長 高柳利明 

（ＴＥＬ：０３－３２０６－５１１３） 

 

中国糧油控股有限公司との業務提携および 

子会社の異動を伴う出資持分譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、平成２５年５月１６日付で開示しておりました「中国糧油控股有限公司との提

携協議開始について」の件につきまして、平成２５年９月２７日開催の取締役会において、

中国における大手食品会社 COFCO グループである中国糧油控股有限公司（以下「中国糧

油」）との業務提携契約の締結と当社子会社である大連日清製油有限公司（以下「大連日清

製油」）の出資持分の 51%を中国糧油の 100%子会社 COFCO Oils & Fats Holdings 

Limited（以下中糧油脂）に譲渡し、大連日清製油を当社グループと中糧油脂の合弁会社

とすることを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１．提携の内容および出資持分譲渡の理由 

当社と中国糧油が食用油、健康食品等の開発・生産・販売等の面で提携し、中国国内に

おける健康オイルを中心としたビジネスを展開し、より付加価値の高い食用油市場を新た

に開拓してまいります。   

また、大連日清製油の出資持分の 51%を譲渡し、中糧油脂による資本・経営参加を受け

入れることで大連日清製油の搾油事業の再生を進めてまいります。尚、大連日清製油に隣

接し、中国国内大豆の選別事業を行っている大連日清糧貿有限公司（当社非連結子会社）

についても、持分譲渡後の合弁会社によって資産を買取り、機能を統合していく予定です。 

当社グループにおける中国事業の構造改革は、重要な経営課題の一つであり、本提携に

より、両社による中国国内における新たな市場開拓を進めることができ、また、中国事業

再生の大きな要素として、中核企業である大連日清製油の収益回復を実現できると判断し、

契約締結に至りました。 

 

２．異動する子会社の概要 

（１）名 称    大連日清製油有限公司 

（出資持分譲渡後に名称を「中糧日清（大連）有限公司」に変更予定） 

（２）代表者    董事長 尾上秀俊 

（３）所在地    遼寧省大連経済技術開発区海浜旅遊路１９８号 

（４）設立年月   １９８８年９月 

（５）主な事業内容 植物油脂、油粕の製造および販売 

（６）決算期    １２月３１日 

（７）登録資本   77,540（千 USD） 

（８）大株主及び持株比率   当社              68.16% 

               日清奥利友（中国）投資有限公司 31.84％ 
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（９）当社との関係 

資本関係  当社 68.16%、 

     日清奥利友（中国）投資有限公司 31.84%出資の当社子会社 

※当期中に少数株主持分（22%）を取得しており、現時点では当社

グループ 100％の出資比率となっております。 

人的関係  当社取締役３名が当該子会社の董事長、董事を兼務しております。 

取引関係  当社製品の原材料（油脂・油粕）の仕入れを行っております。 

関連当事者への該当状況  当社の連結子会社に該当しております。 

（１０）当該会社の最近３年間の経営成績、財政状態      （単位：千人民元） 

 2010 年 12 月期 2011 年 12 月期 2012 年 12 月期 

純資産 204,436  111,019 56,124 

総資産 1,182,967  601,468 611,947 

売上高 1,508,483 881,310 1,075,587 

営業利益 △1,956 △122,874 △80,842 

当期純利益 18,904 △93,416 △54,895 

 

３．提携先、出資持分譲渡先の概要 

○提携先 中国糧油 

（１）名 称       中国糧油控股有限公司 

（英文名 China Agri Industries Holdings Limited） 

（２）所在地       香港 

（３）設 立       2007 年 

（４）資本金       525 百万 HK$ 

（５）代表者       董事会主席 于 旭波 

（６）大株主及び持株比率 中糧集団有限公司 58.01%（間接保有） 

（７）事業内容      搾油原料の加工、生物化学およびバイオ燃料、米の加工お 

             よび貿易、小麦の加工、ビール原料業務 食用油関連工場 

（８）当該会社の最近３年間の経営成績、財政状態      （単位：百万 HK$） 

 2010 年 12 月期 2011 年 12 月期 2012 年 12 月期 

純資産 21,175 25,110 30,484 

総資産 56,719 70,036 74,604 

売上高 53,491 82,349 91,319 

当期純利益 1,283 3,304 1,411 

 （９）当社との関係等 

資本関係  該当ございません。 

人的関係  該当ございません。 

取引関係  該当ございません。 

関連当事者への該当状況  該当ございません。 

 

○出資持分譲渡先 中糧油脂 

（１）名 称       COFCO Oils & Fats Holdings Limited 

（２）所在地       英領ヴァージン諸島  

（３）設 立       2000 年 

（４）資本金       2USD 

（５）代表者（授権代表人）曾 宪锋 
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（６）大株主及び持株比率 中国糧油 100% 

（７）事業内容      中国国内における油脂および油脂関連事業への投資 

（８）純資産       811 百万 HK$（2013 年 6 月末） 

（９）総資産       7,004 百万 HK$（2013 年 6 月末） 

（10）当社との関係等 

資本関係  該当ございません。 

人的関係  該当ございません。 

取引関係  該当ございません。 

関連当事者への該当状況  該当ございません。 

 

４．譲渡前後の出資比率 

（１）譲渡前  当社 68.16.%  日清奥利友（中国）投資有限公司 31.84% 

（２）譲渡割合 当社より 51.00 %分を譲渡致します。 

（３）譲渡後  中糧油脂 51.00%  日清奥利友（中国）投資有限公司 31.84% 

        当社 17.16% 

  ※譲渡金額については、決まり次第、改めてお知らせいたします。 

 

５．譲渡の日程 

  取締役会決議     ２０１３年９月２７日 

  業務提携契約等の締結 ２０１３年９月２８日（予定） 

  出資持分譲渡日    ２０１４年３月３１日（予定） 

 

６．業績への影響額 

  出資持分譲渡に伴い、大連日清製油は連結子会社から持分法適用関連会社となる予定

です。尚、本件による当社業績への影響については、明確になり次第、改めてお知ら

せいたします。 

 

 

（参考）当期連結業績予想（平成２５年５月９日公表分）及び前期連結実績 

 当期連結業績予想 平成 26 年 3 月期 前期連結実績 平成 25 年 3 月期 

売上高 340,000 百万円 309,981 百万円 

営業利益 6,700 百万円 4,227 百万円 

経常利益 6,000 百万円 4,471 百万円 

当期純利益 2,700 百万円 1,508 百万円 

 

以上 

 


