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平成 24 年７月 17 日 

各 位 

 

会 社 名 株 式 会 社 ヒ ガ シ マ ル 

代表者名 代表取締役社長 東 紘一郎 

 （コード：2058 福証） 

問合せ先 管 理 部 長 木通 昌生 

 （TEL 099-273-3859） 

 

 

株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 24 年７月 17 日開催の取締役会において、コスモ食品株式会社の株式を取得し、

子会社化することについて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。 

 

記 

 

１．株式取得の概要 

今回の株式取得対象となっておりますコスモ食品株式会社及びその子会社各社は、「カレー

ルー」、「シチュールー」、「ドレッシング」、「ジャム」及び「たれ類」等の高級食材を生産し、主

に全国各地のデパート、量販店等を中心に販売しております。 

コスモ食品株式会社及びその子会社を当社の子会社とすることで、当社にない商品の品揃え、

新商品の拡充及び新規取引先の販路拡大による相乗効果を発揮することができ、食品事業におけ

る企業価値の向上を図るとともに、本件株式の取得により新たに加わる商品開発力及び販売チャ

ネルは、より多くのお客さまに高付加価値の商品・サービスを提供していくという目的に資する

と判断し、本件株式の取得を決定したものであります。 

当社グループは、これまでにない高付加価値商品、製造技術、マーケティング手法及び人材を

確保することで、継続的な事業拡大を行い、「本当に美味しい商品を消費者に届けたい」という経

営理念を受け継ぎ、「消費者の心を掴む」食品メーカーへと進化を遂げるべく、全身全霊で取り組

んでまいる所存であります。 

 

 

２．異動の方法 

当社は、コスモ食品株式会社の発行済み株式 585 株の全てを現金を対価として取得します。

これにより、コスモ食品株式会社及びその子会社は、当社の連結子会社及び孫会社となりま

す。なお、本件株式取得資金につきましては、自己資金及び金融機関からの借入金にて予定

しております。 
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３．異動する子会社（コスモ食品株式会社）の概要 

（１） 名称 コスモ食品株式会社 

（２） 所在地 神奈川県横浜市磯子区洋光台三丁目１番 37 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 木村 博州 

（４） 事業内容 カレールー・ジャム製造販売及び調味料製造販売 

（５） 資本金 ２９百万円 

（６） 設立年月日 昭和 61 年６月３日 

（７） 決算期 ３月 31 日 

（８） 大株主及び持株比率 
木村 博州  51.9％ 

伊藤 信雄  19.1％ 

（９） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関

係はありません。また、当社の関係者及び関係

会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき資本関係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関

係はありません。また、当社の関係者及び関係

会社と当該会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。 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関

係はありません。また、当社の関係者及び関係

会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき取引関係はありません。 

（10） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

 純資産 1,567,199 千円 1,616,667 千円 1,643,427 千円

 総資産 1,726,369 千円 1,823,731 千円 1,824,098 千円

 １株当たり純資産 2,678,974 円 2,763,534 円 2,809,277 円

 売上高 1,527,340 千円 1,456,199 千円 1,418,732 千円

 営業利益又は営業損失(△) △43,151 千円 2,122 千円 △27,545 千円

 経常利益 43,103 千円 152,798 千円 107,904 千円

 当期純利益 22,115 千円 55,317 千円 32,609 千円

 １株当たり当期純利益 37,804 円 94,560 円 55,742 円

 １株当たり配当金 10,000 円 10,000 円 10,000 円

 

（注）コスモ食品株式会社の異動に伴い、同社の子会社である以下の５社についても当社の孫会社と

なる予定であります。 

 

（１） 名称 イワキフーズ株式会社 

（２） 所在地 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町建石町字島田 142 番地３ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 伊藤 信雄 

（４） 事業内容 カレールー生産 

（５） 資本金 36 百万円 

（６） 設立年月日 平成 4 年 3 月 10 日 

（７） 決算期 12 月 31 日 

（８） 大株主及び持株比率 コスモ食品株式会社 100.0％ 
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（１） 名称 コスモ食品研究株式会社 

（２） 所在地 青森県弘前市大字藤野二丁目３番地１ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 木村 博州 

（４） 事業内容 調味料生産販売 

（５） 資本金 20 百万円 

（６） 設立年月日 平成 10 年３月５日 

（７） 決算期 ７月 31 日 

（８） 大株主及び持株比率 コスモ食品株式会社 100.0％ 

 

（１） 名称 コスモファーム株式会社 

（２） 所在地 神奈川県横浜市磯子区洋光台三丁目１番 37 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 木村 博州 

（４） 事業内容 カレールー販売業 

（５） 資本金 10 百万円 

（６） 設立年月日 平成２年８月７日 

（７） 決算期 ７月 31 日 

（８） 大株主及び持株比率 コスモ食品株式会社 100.0％ 

 

（１） 名称 弘前屋株式会社 

（２） 所在地 青森県弘前市大字藤野二丁目３番地１ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 木村 博州 

（４） 事業内容 ジャム製造販売 

（５） 資本金 10 百万円 

（６） 設立年月日 平成 12 年 8 月 7 日 

（７） 決算期 ７月 31 日 

（８） 大株主及び持株比率 コスモ食品株式会社 100.0％ 

 

（１） 名称 津軽和漢堂株式会社 

（２） 所在地 青森県弘前市大字藤野二丁目３番地１ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 木村 博州 

（４） 事業内容 漢方薬、酢の製造販売 

（５） 資本金 20 百万円 

（６） 設立年月日 平成 20 年３月 17 日 

（７） 決算期 ３月 31 日 

（８） 大株主及び持株比率 コスモ食品株式会社 100.0％ 

 

 

４．株式取得の相手先の概要 

（１） 氏名 

木村博州（神奈川県横浜市）、 

伊藤信雄（鹿児島県大島郡）、 

他９名（個人）より取得予定  合計 585 株 

（２） 
当社と代表者の役職・

氏名 

当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係、人的関係

及び取引関係はありません。 
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５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 

０株 

（議決権の数：０個） 

（所有割合 ：0.0％） 

（２） 取得株式数 

585 株 

（議決権の数：585 個） 

（発行済株式数に対する割合：100.0％） 

（取得価額 ：22 億円） 

（３） 異動後の所有株式数 

585 株 

（議決権の数：585 個） 

（所有割合 ：100.0％） 

 

 

６．日程 

（１） 取締役会決議 平成 24 年７月 17 日 

（２） 株式譲渡日 平成 24 年７月 31 日（予定） 

 

 

７．今後の見通し 

 当該子会社化を反映した平成 25 年３月期の連結業績見通しにつきましては、現在精査中でありま

すので、判明次第お知らせいたします。 

 

 

以 上 


