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 原信ナルスホールディングスグループの  

 スタートに関するお知らせ  
 

 当社と株式会社ナルスは、既に発表しておりますとおり、経営統合に向けて作業を進めてまいりました

が、このたび、平成18年４月１日をもって一連の作業を完了し、共同持株会社である原信ナルスホールデ

ィングス株式会社の下に経営統合して、新経営体制をスタートすることとなりました。 

 今後、新体制となった当社グループは、共同持株会社の下、連結経営を主眼とし地域のお客様の生活に

日々必要とされる企業集団を目指して、お客様に向けたサービスの向上に一層努めてまいります。 
 なお、新体制となる当社グループの概要等は以下のとおりであります。 
 

記 
 
１．新体制となる当社グループの概要 
 

経営統合後の当社グループは、グループ全体の会社を所有、支配する持株会社である原信ナルスホ

ールディングス株式会社を中心に、新設会社である株式会社原信および株式会社ナルス、その他の関

係会社がその支配下に置かれ、企業集団を形成いたします。 

なお、経営統合後の当社グループ全体に占めるスーパーマーケット事業の売上高は９割を超える見

込みであり、当社グループの事業は、株式会社原信および株式会社ナルスが行うスーパーマーケット

事業を中心に、各社が企業集団全体の価値向上に努めてまいります。 
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（注）経営統合の方式に関する事項 
 経営統合にあたり、平成18年４月１日付けで次の手続きが行われます。なお、手続きの詳細につ
きましては、平成17年11月15日付けで公表した｢株式会社ナルスとの経営統合に伴う会社分割による
営業全部の分社化および商号の変更ならびに株式交換による株式会社ナルスの完全子会社化に関す
るお知らせ｣に記載したとおりであります。 
１ 株式会社原信は、平成18年４月１日に商号を｢原信ナルスホールディングス株式会社｣に変更し

た上で、会社分割を実施し、新設会社である｢株式会社原信｣を設立して、営業の全部を承継さ
せます。 
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２ 株式会社ナルスは原信ナルスホールディングス株式会社と株式交換を実施し、原信ナルスホー
ルディングス株式会社の完全子会社となります。なお、当該株式交換に当たり、原信ナルスホ
ールディングス株式会社は、その所有する自己の株式1,650,000株と新たに発行する普通株式
576,854株の合計2,226,854株を株式会社ナルスの株主に割当交付いたします。 

３ この結果、株式会社原信ならびにその関係会社、株式会社ナルスは、持株会社である原信ナル
スホールディングスの下に企業集団を形成します。 

 
２．原信ナルスホールディングス株式会社の概要（平成18年４月１日付け） 
 

商号   

         （英文名 HARASHIN NARUS Holdings Co.,Ltd.） 

 

｢円｣と｢四角｣の造形は、お客様との｢親しみ｣と｢信頼｣を意味し、
２枚の｢葉｣は、お客様への｢新鮮さ｣と｢潤い｣の提供を表していま
す。そこから生まれる光り輝く姿は、地域の人々に食文化の提案
をしていく姿勢と、未来に輝く企業の｢発展｣と｢成長｣を表してい
ます。 
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主たる事業内容  持株会社 

本社所在地  新潟県長岡市中興野18番地２ 

ＴＥＬ  (0258)66-8650（株式会社原信 内） 

ＵＲＬ  http://www.hnhd.co.jp/ 
  （決算広告につきましても上記アドレスに掲示しております。） 

Ｅ-ｍａｉｌ  ir@hnhd.co.jp 
資本金  31億5,971千円 

発行済株式総数  18,014,239株 

証券コード   8255 東証２部 

大株主・持株割合  原信一  10.33％ 

  (株)第四銀行  4.25％ 

  商工組合中央金庫  2.74％ 

  (株)三井住友銀行  2.02％ 
（注）上記持株数および持株割合は、平成17年９月末現在の当社株主の状況を基

に、平成18年３月期中の発行済株式総数の変動および平成18年４月１日に
行なわれる(株)ナルスとの株式交換により発行される新規株式数を加味し
て記載しております。 

決算期  ３月 

従業員数（単体）       24名（出向受入者を含み子会社との兼任者は含まない） 

    （連結）  約1,100名（臨時雇用者数を除く） 

役員構成  代表取締役会長 山崎 軍太郎 

  代表取締役社長 原 信一 
  専務取締役   五十嵐 安夫 （人事総務部長 兼 店舗企画室、店舗開発室、

ＴＱＭ・ＣＳＲ室管掌） 
  常務取締役   小出 朗 （店舗運営統括部長） 
  取締役     原 和彦 （商品統括部長 兼 作業システム統括部管

掌） 
  取締役     山岸 豊後 （経営企画室、財務経理部、物流統括部管掌） 
  取締役     増田 和弘  
  常勤監査役   新保 潔  
  監査役     藤木 嘉壽  
  監査役     金子 健三  
  監査役     高橋 幸知  

（注）取締役 五十嵐安夫、小出朗、原和彦、山岸豊後、増田和弘につきまして
は、平成18年１月26日付けの｢原信ナルスホールディングス株式会社の代
表取締役および役員の内定に関するお知らせ｣で公表いたしました役付お
よび担当の内容が上記のように変更となります。 
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その他の人員 早川 仁 （作業システム統括部長） 

（部署長級のみ） 関 英明 （店舗開発室長） 

 板屋 守 （業務監査室長） 

 金子 幹男 （物流統括部長） 

 小暮 昌明 （店舗企画室長） 

 丸山 将範 （ＴＱＭ・ＣＳＲ室長） 

 小林 政信 （経営企画室長） 

 吉田 浩和 （財務経理部長） 
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商品に関する基本政策の立案、商品調達・商品開発の統括

ＱＣ手法に基づいた全社的品質管理活動と企業の社会的責任
に関する活動の推進

レイバースケジューリングプログラムの発想に基づく、店舗作
業の改善に関する統括

物流政策の企画・立案、物流体制の運用に関する統括

店舗設備の選定・営繕、建築

出店政策の立案、出店地域の開発行為、テナント誘致

人事政策・教育採用活動の立案・統括、庶務・法務対応・統括

中長期経営計画の立案、年度計画の立案、関係会社管理統
制、情報システムに関する企画立案、ＩＲ・広報対応

グループ全体の資金・会計制度管理統制、資本政策の立案

　　店舗運営統括部 店舗運営に関する基本方針の立案、店舗運営行為の統括

（注） ※印の部署は、持株会社である当社のみが機能を有し、グループ全体の統括管理を行ないます。 

 －３－



   

３．当社グループの企業理念およびフレームワーク 
  ● 経営理念 
   私たちは、お客様により高いご満足をいただき、永続的な発展を目指します。 
 
  ● フレームワーク 

経営理念

長期経営計画
２０１０ ＶＩＳＩＯＮ

中期経営計画
チャレンジアップ２１

年度方針
年度予算

Plan

Check

DoAction

ＴＱＭの考え方に基づくマネジメント・サイクル
～すべてはお客様のために～

 
 当社グループは、永続的な成長と発展を目指す経営理念実現のため、業務の遂行過程における方針

管理と日常管理において、ＴＱＭ（総合的品質管理）の考え方を基本としております。これは、お客

様のご満足を目的とした全員参加の組織的継続的な経営活動を意味しており、従業員全員がＱＣ手法

に基づく問題解決と課題達成に日々取り組んでおります。 
 経営理念は、長期経営計画｢２０１０ＶＩＳＩＯＮ｣により長期目標として具現化され、その実現の

ための橋渡しとして中期計画｢チャレンジアップ２１｣により５年程度の経営目標が示されておりま

す。また、中期計画は年度方針、年度計画にブレークダウンされて、日々の目標が設定されておりま

す。これらは全ての過程において、ＰＤＣＡのマネジメントサイクルに従って、繰返し目標実現のた

めの活動が行なわれます。 
 このたびの経営統合は、経営理念実現に一歩近づくものとなることを確信しており、当社グループ

のフレームワークであるＴＱＭを一層推進して統合効果の早期実現を図ってまいります。 
 
４．経営目標 

 経営統合初年度である平成19年３月期は、以下の連結数値を目標に持って経営に取り組んでまいり

ます。なお、業績予想値の正式な公表は、平成18年３月期決算発表時に行なう予定であります。 

項目 平成19年３月期連結目標 
連結売上高 １，０００億円 
連結営業利益 ２８億円 
連結経常利益 ２９億円 
連結当期利益 １５億円 

 また、配当政策につきましては、当面、連結配当性向30％を目安として、連結業績の状況を加味し

ながら、配当性向の維持・向上に努めてまいります。 
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