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株式会社石原商事の会社更生手続きにおけるスポンサー決定に関するお知らせ 
 

 

本日、午後 5 時、大阪地方裁判所より株式会社石原商事（以下「更生会社」といいます。）の会

社更生手続きの開始決定がありました。同時に、同裁判所より事業家管財人として株式会社丸和

代表取締役社長の根石義浩、法律家管財人として保全管理人であった中島健仁弁護士が選定さ

れました。尚、事業家管財人代理には株式会社丸和専務取締役の板倉俊介、また、法律家管財

人代理には滝口広子弁護士、黒木和彰弁護士、森川和彦弁護士、敷地健康弁護士、村島雅弘

弁護士が選任されております。 

 

これにより、株式会社丸和は、株式会社ユアーズおよび協同組合九州スーパーマーケットグル

ープと共同で（以下「弊社連合」といいます。）、更生会社の会社更生手続きにおけるスポンサーと

なり、開始決定後の運営、更生計画立案・履行への協力を進めて参ります。 

 

1. スポンサー就任目的 

弊社連合のスポンサー就任目的は、地域社会への貢献を最重要事項とし、少子高齢化傾

向が顕著な地域社会に対する日常生活用品購入機会の維持を図ること、ならびに更生会社

における既存従業員の雇用機会の最大限の確保、さらには更生計画立案・履行後の早期収

益力回復の実現による一般更生債権者および更生担保権者への弁済を図ることを主眼に置

いております。 
 

2. 今後のスケジュール 

債権届出期間  平成 19 年 3 月 30 日 

更生計画案提出期日  平成 19 年 9 月 21 日 
 

3. 更生計画案認可までの事業運営方針 

(1) 基本方針 

更生会社におけるスーパーマーケット事業（以下「本業」といいます。）のうち、大半の店



 

舗が不採算に陥り、さらには本業以外の不採算事業が本業の資金効率を一層悪化させて

おり、弊社連合では、早期に企業再生を図るべく、本業に使用する資産と本業以外に使

用する資産とを明確に区分致します。本業以外に使用する資産については、ノンコア資産

とし、今後法律家管財人と協議の上、対応を考えたいと思います。 
 

(2) 店舗運営方針と予定継続店舗 

① 店舗運営方針 

 更生会社の既存店舗の活用を最優先に行うことを試みます。しかしながら、本業の

継続が困難と考えられる場合には、専門店（カテゴリーキラー）への業態変更を行い、

周辺住民の日常生活用品購入機会の確保に努める所存でございます。 

② 予定継続店舗 

引継事業主 予定継続エリア 

株式会社 丸和 北九州地区 

株式会社 ユアーズ 広島地区 

協同組合 

九州スーパーマーケットグループ
筑豊地区、福岡地区、日豊地区 

注） 但し、予定継続エリアにつきましては、更生計画案で変更されることがあります。 

 

(3) 閉鎖店舗の活用方針およびノンコア資産の対応 

本業の継続が困難な不採算店舗につきましては、専門店等の活用による小規模店舗

での継続を模索致します。ノンコア資産につきましては、今後、法律家管財人と協議のうえ、

対応を考えたいと思います。 

 

4. 今後の業績見通し 

スポンサー就任に伴う株式会社丸和における今後の業績見通しにつきましては、確定次第、

必要に応じて適時に開示致します。 
 



 

5. 弊社連合の概要 

(1) 弊社連合各社の概要 

商号 株式会社丸和 株式会社ユアーズ 

協同組合 

九州スーパー 

マーケットグループ 

事業内容 
総合食料品 

スーパーマーケット 

総合食料品 

スーパーマーケット 

各組合員に対する 

各種商品卸し 

設立年月 昭和 22 年 5 月 昭和 54 年 5 月 昭和 58 年 9 月 

上場 

(コード番号)

福岡証券取引所 
(9874) 

未上場 未上場 

本店所在地

福岡県北九州市 

小倉北区大手町

10-10 

広島県安芸郡 

海田町南堀川町 4-11

福岡県福岡市 

南区柳瀬 1-33-10 

代表者 
代表取締役社長 

根石 義浩 

代表取締役社長 

根石 紀雄 

理事長 

杉 一郎 

資本金 2,910 百万円 80 百万円 39 百万円 

直近売上高 39,518 百万円 39,311 百万円 92,100 百万円 
注） 丸和は平成 18 年 1 月期（連結）、ユアーズは平成 18 年 9 月期（非連結）、九州スーパーマーケットグループは平

成 18 年 3 月期（非連結）の情報 

 

(2) 店舗所在地および店舗数（平成 18 年 12 月末現在） 

 株式会社丸和 株式会社ユアーズ 

協同組合 

九州スーパー 

マーケットグループ 

岡山県  1 店舗  

広島県  37 店舗  

山口県 23 店舗   

福岡県 18 店舗  18 店舗 

大分県   21 店舗 

佐賀県   3 店舗 

長崎県 4 店舗  27 店舗 

熊本県   10 店舗 

宮崎県   13 店舗 

鹿児島県   11 店舗 

合計 45 店舗 38 店舗 103 店舗 

 

以上 



 

【ご参考資料】 
 

弊社連合各社のご紹介 
 

株式会社丸和について 

株式会社丸和（以下「丸和」といいます。）は、昭和21年、小倉合同物産の名称で食料品の販売

業を開始致しました。昭和 54 年には小倉店にて日本初の 24 時間営業を開始するなど、丸和は北

九州地区における食品スーパーマーケット業界のパイオニアとして、お客様に高付加価値の商品・

サービスを提供して参りました。しかしながら、食品スーパーマーケットの市場規模は、個人消費の

減退に伴い近年縮小傾向にある一方、オーバーストアの状況が続いており、スーパーマーケット間

での競争は更に激化しております。このような環境のもと、平成 17 年 1 月、丸和は株式会社ユアー

ズと包括的業務提携・資本提携を実現し、北九州地区・中国地区における成長戦略の展開、収益

力の向上、システム・物流の共有化を可能としました。 

また、平成 17 年 9 月には、「経常利益 10 億円、及びこれに伴う企業価値の更なる向上」を目標

に掲げる中期経営計画を発表し、この経営計画のもと、多様化するお客様のニーズに対応した、

高付加価値のサービスを提供するとともに、高い顧客満足度を実現させております。 

弊社連合が本件を推進することにより、今後、丸和の既存ブランド「丸和」「ラ・パレット」と共に、譲

受事業が持つブランド・特性を生かしつつ、同じ北九州地区・中国地区における食品スーパーマ

ーケット事業の更なる強化に加え、お客様の嗜好にあった商品開発・効果的な出店と新規ブランド

の開発を行って参ります。また、本件に限らず、業界再編を視野に合従連衡のもとの M&A やアラ

イアンスといった戦略も積極的に展開し、更なる成長戦略を継続して参ります。 

丸和は、市場・社会情勢、経営環境に適確に対応すべく、食品スーパーマーケットおよび外食

事業を通じた、お客様への高付加価値のサービス提供による更なる「企業価値の向上」および「ス

テークホルダーの皆様への価値の還元」を目指して参ります。 
 

株式会社ユアーズについて 

株式会社ユアーズ（以下「ユアーズ」といいます。）は、昭和 54 年、株式会社マルイシと株式会社

ふじやの共同出資により設立されました。コンビニエンスストアの台頭など流通小売業の業態変革

が進む中、抜本的な経営組織改革により、広島県を中心としたドミナントの確立に成功致しました。 

平成 17 年１月、福岡・山口・長崎でスーパーマーケット 50 店舗を展開する丸和と資本・業務提携を

行い、ユアーズグループとしては、売上高約 900 億円、店舗数 87 店舗、九州から中国地方をカバ

ーするスーパーマーケットチェーンが誕生しました。現在は資本提携、業務提携とともに人材交流

などが進んでおり、ユアーズのノウハウをさらにブラッシュアップさせた上で丸和に提供し、ユアー

ズ自身にもフィードバックするなど、日々の業務改善に邁進しております。一つのグループとして、

共有できるところは共有し、しかし、それぞれの持ち味はそのまま残し、お互いがより強いローカル

スーパーとなることを目指しております。ユアーズの改革目的は、「経営改善メニューの確立による

ノウハウの同業他社への活用」ということを主眼としており、丸和との提携はその一環でありました。

本件につきましても、新しいフォーマットを確立し、早急に事業再生を行うことが可能であると思料



 

致します。 

弊社連合が本件を推進することにより、上記改革ノウハウや現在ユアーズが強化しているカテゴ

リーマネジメント戦略（商品と売場の中間にあるカテゴリーを戦略的に捉え、小売・卸・メーカーが連

携し、商品化計画、物流、販売促進などを管理していくこと）を、譲受対象店舗にも随時適用し、地

域社会、従業員、債権者等の利害関係人の皆様方への貢献を果たす所存です。 

 

協同組合九州スーパーマーケットグループについて 

協同組合九州スーパーマーケットグループ（以下「九州 SG」といいます。）は、昭和 5７年、福岡・

長崎・佐賀 3 県の小規模経営スーパーマーケット 16 社が、大手スーパーマーケットに価格面など

で対抗すべく、販売促進、商品共同購入などを目的として設立されました。主たる取引先としては、

CGC をはじめとして、問屋では菱食、三井食品、メーカーでは花王、味の素など国内トップクラスを

主に 300 社余りを取引相手としております。現在は、沖縄を除く九州一円にまでグループネットワー

クを拡大し、組合員数も 45 社を数えるに至っており、各地区、各地域において地元に密着した店

舗を 103 店舗展開しております。譲受対象店舗においても、各地区にて円滑な店舗運営が可能と

考えられます。 

 

 


