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平成 22 年 5月 13 日 

各  位 

 

 

会 社 名 フマキラー株式会社 

代表者名 代表取締役社長  大下 一明 

（コード番号 4998  東証第 2部） 

問合せ先 取締役管理本部長 小谷 眞弘 

（ＴＥＬ． 0829－55－2112） 

 

会 社 名 エステー株式会社 

代表者名 代表執行役社長   鈴木 喬 

（コード番号 4951  東証第 1部） 

問合せ先 常務執行役    嶋田 洋秀 

（ＴＥＬ． 03－5906－0733） 

 

 

エステー株式会社とフマキラー株式会社の 

資本業務提携に関するお知らせ 

 

 エステー株式会社（以下、「エステー」といいます。）とフマキラー株式会社（以下、「フマキラー」

といい、エステーとフマキラーを総称し、「両社」といいます。）は、平成 22 年 5 月 13 日開催のエス

テーの執行役会及びフマキラーの取締役会において、両社の間で資本業務提携を行うことを決議し、

同日付で資本業務提携契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 資本業務提携の理由 

エステーは、これまで消臭芳香剤・防虫剤・手袋・除湿剤等の分野で強みを持ち、業容の更なる

拡大を目指してまいりました。一方、フマキラーは、これまで殺虫剤・家庭用品・園芸用品・業務

用品等の分野で業務拡大を図ってまいりました。そして、両社はそれぞれの事業展開の過程で、互

いにビジネスパートナーとして、永年に亘り一部製品の製造委受託や販売促進の委受託等を行って

まいりました。 

この度、両社の事業領域が補完関係にあることを活かし、今後の事業活動に関し、ノウハウ及び

人的資源を相互に補完し、協力することで、両社の事業の発展、収益性の強化及び顧客満足度の向

上に努め、両社の企業価値及び株主共同の利益の更なる向上・発展のために、資本業務提携を実施

する運びとなりました。 
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２ 資本業務提携の内容等 

(1) 業務提携の内容 

 エステー及びフマキラーは、主に以下の取組みを通じて、両社の業容拡大並びに企業価値

及び株主共同の利益の向上に努めてまいります。 

① 営業（販売促進サポート業務の共同取組み強化、国内外の販売チャネルの相互活用

等） 

② 開発（両社の得意分野を活かした共同研究開発、知的財産のクロスライセンス等） 

③ 調達（生産設備の相互利用、部材の共通化等によるコストダウン） 

④ 物流（物流インフラの共同利用等） 

⑤ その他 

 

 なお、業務提携の具体的内容及び具体的推進方法については、本日以降、両社で「業務提

携推進委員会」を設置し、協議の上、決定してまいります。 

 

(2) 第三者割当増資の内容 

① フマキラーがエステーに新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合 

新たに取得される株式の数：普通株式 3,580,000 株 

発行済株式数に対する割合：12.18％ 

 

② エステーが新たに取得するフマキラーの株式の取得価額 

1,614,580,000 円 

 

(3) 取締役の派遣 

 エステーは、本年 6 月開催予定のフマキラーの定時株主総会における選任を経て、同社に

対して取締役 1名を派遣することを予定しております。 

 

３ 両社の概要 

 

①名称 エステー株式会社 フマキラー株式会社 

②本店所在地 東京都新宿区下落合一丁目 4 番 10

号 

東京都千代田区神田美倉町 11 番地 

③代表者の役職・氏

名 

代表執行役社長 鈴木 喬 代表取締役社長 大下 一明 

④事業内容 消臭芳香剤・防虫剤・手袋・除湿剤

等製造販売 

殺虫剤・家庭用品・園芸用品・業務

用品等の製造販売事業及び輸出入

事業 

⑤資本金 70 億 6,550 万円 

（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

28 億 8,960 万円 

（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

⑥設立年月日 昭和 23 年 8月 31 日 昭和 25 年 12 月 25 日 

⑦決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 
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⑧大株主及び持株

比率 

（平成 22 年 3 月 31

日時点） 

エステー株式会社 

株式会社シャルダン 

日本生命保険相互会社 

みずほ信託銀行株式会社 

 退職給付信託 みずほ

銀行口 再信託受託者

資産管理サービス信託銀

行株式会社 

鈴木 喬 

株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行 

鈴木 明雄 

有限会社キャレーヌ 

株式会社損害保険ジャパ

ン 

藤井 弘 

25.92%

19.41%

5.66%

2.99%

2.78%

2.30%

1.52%

1.46%

1.41%

1.36%

アース製薬株式会社 

大下高明 

エステー株式会社 

株式会社みずほ銀行 

株式会社広島銀行 

大下産業株式会社 

住友化学株式会社 

大下俊明 

日本生命保険相互会社 

株式会社もみじ銀行 

11.76%

9.13%

4.76%

3.95%

3.91%

3.23%

2.95%

1.57%

1.55%

1.53%

⑨当事会社との関係 

 資本関係 フマキラー株式 1,400,000 株を保有

しております。 

エステー株式 150,000 株を保有して

おります。 

 人的関係 両社の間には記載すべき人的関係はありません。また、両社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。なお、資本業務提

携に伴い、エステーは、本年 6 月開催予定のフマキラーの定時株主総会に

おける選任を経て、同社に対して取締役 1名を派遣する予定です。 

 取引関係 エステーはフマキラーに、一部製品

の製造を委託しています。また、エ

ステーの連結子会社はフマキラー

から、販売促進サポート業務の一部

を受託しています。 

また、エステーはフマキラーの連結

子会社であるフマキラーインドネ

シア株式会社にライセンスを供与

しています。 

 

フマキラーはエステーより、一部製

品の製造を受託しています。また、

フマキラーはエステーの連結子会

社に販売促進サポート業務の一部

を委託しています。 

また、フマキラーの連結子会社であ

るフマキラーインドネシア株式会

社はエステーよりライセンスを取

得し、芳香剤を製造・販売していま

す。 

 関連当事者へ

の該当状況 

両社は相手方の関連当事者には該当しません。また、両社の関係者及び関

係会社は、相手方の関連当事者には該当しません。なお、資本業務提携に

伴い、フマキラーは、エステーの関連会社に該当することとなる予定です。
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⑩エステーの最近 3年間の経営成績及び財政状況（単位：千円、但し、特記しているものを除く。）

決算期 平成 20 年 3月期 平成 21 年 3月期 平成 22 年 3月期 

連結売上高 47,005,572 44,879,477 43,545,704

連結営業利益 3,218,744 2,492,908 2,245,727

連結経常利益 2,771,537 1,989,313 1,946,873

連結当期純利益 1,295,493 1,076,331 1,119,319

1 株当たり連結当期純利益（円） 54.08 49.32 51.25

1 株当たり配当金(1 株当た

り中間配当額)（円） 

22.0

(11.0)

22.0

(11.0)

22.0

(11.0)

連結純資産 19,144,349 19,029,432 19,965,831

連結総資産 28,392,518 27,616,579 29,029,435

1 株当たり連結純資産（円） 853.90 853.81 892.46

⑪フマキラーの最近 3 年間の経営成績及び財政状況（単位：千円、但し、特記しているものを除く。）

決算期 平成 20 年 3月期 平成 21 年 3月期 平成 22 年 3月期 

連結売上高 20,729,989 21,261,580 23,792,390

連結営業利益 1,238,380 965,066 1,185,949

連結経常利益 950,341 575,444 1,305,271

連結当期純利益 593,557 508,314 649,554

1 株当たり連結当期純利益（円） 20.25 17.35 22.19

1 株当たり配当金（円） 7.0 8.0 10.0

連結純資産 6,535,216 6,226,870 6,918,814

連結総資産 16,534,669 17,447,221 20,664,482

1 株当たり連結純資産（円） 210.76 203.79 224.71

 

４ 資本業務提携の日程 

(1) 平成 22 年 5月 13 日（木）  エステー執行役会及びフマキラー取締役会・資本業務提携契約締結 

(2) 平成 22 年 5月 29 日（土）  有価証券届出書効力発生日（予定） 

(3) 平成 22 年 6月 4日 （金）  払込期日（予定） 

 

５ 今後の見通し 

この度の資本業務提携が両社の連結業績に与える影響につきましては現時点で未定ですが、両社

の連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかとなった場合、速やかに適時開示いたします。 

 

以上 

 

 

 


