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2021 年６月 24 日 
各      位 

会 社 名 株 式 会 社  ゼ  ロ 
代表者名 代表取締役社長  北村 竹朗 
 （コード番号 9028  東証第二部） 
問合せ先 取締役グループ戦略本部長 髙橋 俊博 
 （TEL．044‐520‐0106） 

 

持分法適用関連会社の異動（連結子会社化）に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会におきまして、当社の海外持分法適用関連会社である「陸友物流（北

京）有限公司」（以下「陸友物流」といいます。）の出資持分を追加取得し、連結子会社化することを

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。 
なお、本件は適時開示基準には該当しておりませんが、有用な情報と判断して任意開示を行うもの

であり、 適時開示に必要とされる事項・内容を一部省略して開示しております。 
 

記 
 
１． 出資持分追加取得の理由 

 
陸友物流は、2004年４月29日の設立以来、日系および欧米系の自動車メーカーを対象として、

中国における完成車の陸上輸送を中心に、海上輸送・鉄道輸送を含む中国内での輸送を主要な業

務としております。また、関連業務として、通関・保管・PDI（納車前整備点検）等の業務も手

がけております。 
世界一の自動車市場となった中国において、CASE、MaaS の進化や、カーボンニュートラル

化をはじめとする変革が現実的になりつつありますが、その変革に即した進化をすべく、意思決

定の迅速化と一層の事業拡大を目的として、連結子会社化をいたします。 
具体的な事業拡大の検討領域は、今後整備されていくと予想される中国の中古車市場における

車両輸送への本格的な参入、また中国国内で生産される電気自動車が日本に輸入されることを想

定して、両国に跨る国内外一貫輸送体制（※）の構築を検討してまいります。 
（※中国国内の完成車輸送 → 輸出通関 → 海上輸送 → 輸入通関 → 日本国内の完成車輸送・

PDI・架装・登録・納車など） 
 

２． 異動する子会社の概要 
（2020 年 12 月 31 日現在） 

（１） 名称 
陸友物流（北京）有限公司 
（ZERO SCM LOGISTICS（BEIJING）CO., LTD.） 

（２） 所在地 北京市朝陽区紅軍営南路 15 号瑞普大廈C 座 601 室 
（３） 代表者の役職・氏名 劉志勇（中信興業投資寧波有限公司） 
（４） 事業内容 道路貨物輸送業、国際貨物運輸代理業 
（５） 資本金の額 250 万米ドル 
（６） 設立年月日 2004 年４月 29 日 

（７） 大株主及び持株比率 

中信興業投資寧波有限公司 35.0% 
株式会社ゼロ       25.0% 
株式会社商船三井     21.0% 
住友商事株式会社     19.0% 
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（2020 年 12 月 31 日現在） 

（８） 当社と当該会社の関

係 

資本関係 当社が当該会社に 25.0%出資しております。 
人的関係 当社従業員２名が当該会社に出向しております。 
取引関係 記載すべき事項はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態 

決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 

純資産 
128 百万元 

（2,033 百万円） 
144 百万元 

（2,288 百万円） 
149 百万元 

（2,367 百万円） 

総資産 
216 百万元 

（3,432 百万円） 
214 百万元 

（3,400 百万円） 
216 百万元 

（3,432 百万円） 

売上高 
345 百万元 

（5,482 百万円） 
357 百万元 

（5,672 百万円） 
236 百万元 

（3,750 百万円） 

営業利益 
11 百万元 

（174 百万円） 
24 百万元 

（381 百万円） 
6 百万元 

（95 百万円） 

経常利益 
10 百万元 

（158 百万円） 
23 百万元 

（365 百万円） 
7 百万元 

（111 百万円） 

当期純利益 
7 百万元 

（111 百万円） 
17 百万元 

（270 百万円） 
5 百万元 

（79 百万円） 
 

３． 持分取得の相手先の概要 
（2021 年３月 31 日現在） 

（１） 氏名 株式会社商船三井 
（２） 住所 東京都港区虎ノ門二丁目 1 番 1 号 
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員  池田 潤一郎 
（４） 事業内容 海運業、総合輸送業（資源輸送、エネルギー輸送、製品輸送等） 
（５） 資本金 65,400 百万円 
（６） 設立年月日 1942 年 12 月 28 日 

（７） 当社と当該会社の関

係 

資本関係 
当該会社が当社発行済株式の 1.35%（238,500
株）を保有しています。 

人的関係 記載すべき事項はありません。 

取引関係 
当社自動車関連事業（車両輸送）において取引

があります。 
関連当事者へ

の該当状況 
記載すべき事項はありません。 

 
（2021 年３月 31 日現在） 

（１） 氏名 住友商事株式会社 
（２） 住所 東京都千代田区大手町二丁目３番２号 
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員CEO  兵藤 誠之 
（４） 事業内容 総合商社 
（５） 資本金 219,613 百万円 
（６） 設立年月日 1919 年 12 月 24 日 

（７） 当社と当該会社の関

係 

資本関係 記載すべき事項はありません。 
人的関係 記載すべき事項はありません。 
取引関係 記載すべき事項はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 
記載すべき事項はありません。 
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４． 取得持分、取得価額および取得前後の出資持分の状況 
 

（１） 異動前の出資持分 25.0% 

（２） 取得持分 40.0% 

（３） 取得価額 

取得価額につきましては、開示を控えさせていただきます

が、適切なデューデリジェンスを実施しており、相手先と協

議の上、公正妥当と考えられる金額を算出して決定しており

ます。 

（４） 異動後の出資持分 65.0% 

 

【参考】異動前後における陸友物流の株主構成（予定） 

株主名 異動前 異動後 

中信興業投資寧波有限公司 35.0% 35.0% 

株式会社ゼロ 25.0% 65.0% 

株式会社商船三井 21.0% ― 

住友商事株式会社 19.0% ― 

 
５． 日程 

 

（１） 取締役会決議日 2021 年６月 24 日 

（２） 契約締結日 2021 年６月 24 日 

（３） 持分譲渡実行日（予定） 2021 年７月１日 

 
６． 今後の見通し 

 
本件に伴う当社グループの連結業績への取り込みは、2022 年６月期からとなります。当社グル

ープの連結業績予想は、2021 年６月期決算短信において公表する予定をしております。 
 

（注）人民元の円貨への換算は、１人民元＝15.89 円（2020 年 12 月 31 日時点）にて実施。 
 

以 上 


