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平成25年10月１日 

各 位 

会社名 アクシアル リテイリング株式会社 
（旧会社名 原信ナルスホールディングス株式会社） 

コード番号 8255 東証第１部 

代表者 代表取締役社長    原  和彦 

問合せ先 専務取締役執行役員  山岸 豊後 

 TEL （0258）66－6711 

 

 アクシアル リテイリングの進発に関するお知らせ  

 

 平成25年４月12日付「原信ナルスホールディングス株式会社と株式会社フレッセイホールディングスの

株式交換による経営統合、ならびに原信ナルスホールディングス株式会社の商号の変更、定款の一部変更、

代表取締役の異動およびその他役員の異動に関するお知らせ」で公表のとおり、当社は株式会社フレッセ

イホールディングスと経営統合に向けた作業を進めてまいりましたが、このたび、平成25年10月１日をも

って経営統合前に係る一連の作業を完了し、純粋持株会社である当社の下、新たな経営体制を進発するこ

ととなりました。 

 また、これに合わせて、当社は会社名をアクシアル リテイリング株式会社と変更いたしました。 

 今後、当社グループは、従来にも増してリージョナル・チェーンとしてのマスメリットを生かした経営

を行うことにより、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、一層努めてまいります。 

 

記 

 

１ 平成25年10月１日をもって効力を生じた事項ならびに変更を生じた事項等 

 

① 株式交換ならびに子会社の異動 

 当社を株式交換完全親会社、株式会社フレッセイホールディングスを株式交換完全子会社とする株式

交換が効力を生じ、株式会社フレッセイホールディングス並びにその子会社が当社の子会社となりまし

た。 

 なお、株式会社フレッセイホールディングスは、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第10項第

３号に定める特定子会社に該当します。 

② 当社の商号変更 

 当社の商号は、原信ナルスホールディングス株式会社（英訳名 HARASHIN NARUS Holdings Co.,Ltd.）

から、アクシアル リテイリング株式会社（英訳名 Axial Retailing Inc.）に変更されました。 

③ 定款記載の事業目的 

 株式会社フレッセイホールディングスの事業目的を勘案し、当社定款第２条（目的）に定める事項が

追加されました。 

 なお、詳細につきましては、当社ホームページに掲示しております平成25年４月12日付公表「原信ナ

ルスホールディングス株式会社と株式会社フレッセイホールディングスの株式交換による経営統合、な
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らびに原信ナルスホールディングス株式会社の商号の変更、定款の一部変更、代表取締役の異動および

その他役員の異動に関するお知らせ」をご覧ください。 

④ 組織変更 

 子会社である原信ナルスロジテック株式会社を10月１日付で社名変更し、原信ナルスオペレーション

サービス株式会社とします。 

 これに合わせ、旧原信ナルスホールディングス株式会社の純粋持株会社としての固有機能を除く、主

に子会社である株式会社原信及び株式会社ナルスの管理統括機能に特化していた部門を、原信ナルスオ

ペレーションサービス株式会社へ移管します。 

⑤ 役員の異動（平成25年10月１日付） 

 記載は、当該会社における新旧役職の異動であります。 

 なお、※印は他の当社グループ会社における異動についても該当があり、役員一覧は５ページ以降に

記載しております。 

 

 【アクシアル リテイリング株式会社（旧 原信ナルスホールディングス株式会社）】 

氏名  旧役職名 新役職名 

植木 威行  （新任） 代表取締役副社長 

五十嵐 安夫 ※ 取締役副社長・執行役員 

（人事教育・総務・業務システム・

ＴＱＭＣＳＲ分掌） 

取締役副社長・執行役員 

山岸 豊後 ※ 専務取締役・執行役員 

（財務経理・経営企画・店舗開発・

店舗企画・物流分掌） 

専務取締役・執行役員 

小出 朗 ※ 常務取締役・執行役員 

（商品・営業企画分掌） 

常務取締役・執行役員 

森山 仁  取締役 取締役・執行役員 

丸山 三行 ※ 取締役・執行役員 

（店舗運営部長） 

取締役・執行役員 

加部 敏夫  （新任） 取締役・執行役員 

藤田 友三郎  （新任） 常勤監査役 

関 英明 ※ 執行役員 

（店舗開発部長） 

－ 

早川 仁 ※ 執行役員 

（営業企画部長） 

－ 

松田 易伸 ※ 執行役員 

（物流部長） 

－ 

岩崎 良次 ※ 執行役員 

（業務システム部長） 

－ 

小暮 昌明 ※ 執行役員 

（店舗企画部長） 

－ 

星野 洋一 ※ 執行役員 

（人事教育部長） 

－ 

丸山 将範 ※ 執行役員 

（ＴＱＭＣＳＲ部長） 

執行役員 

（ＴＱＭ推進部長） 

（注）植木威行、加部敏夫、藤田友三郎の３氏につきましては、平成25年４月12日付公表「原信ナル

スホールディングス株式会社と株式会社フレッセイホールディングスの株式交換による経営

統合、ならびに原信ナルスホールディングス株式会社の商号の変更、定款の一部変更、代表取

締役の異動およびその他役員の異動に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、平成25年６

月26日開催の当社第62期定時株主総会の承認を経て、平成25年10月１日付で当社役員に就任し

たものであります。 
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 【原信ナルスオペレーションサービス株式会社（旧 原信ナルスロジテック株式会社）】 

氏名  旧役職名 新役職名 

五十嵐 安夫 ※ （新任） 取締役副社長・執行役員 

山岸 豊後 ※ 取締役 

（事務管理部長） 

専務取締役・執行役員 

小出 朗 ※ 専務取締役 

（商品本部長） 

専務取締役・執行役員 

（商品部長） 

丸山 三行 ※ （新任） 取締役・執行役員 

（店舗運営部長） 

関 英明 ※ （新任） 執行役員 

（店舗開発部長） 

吉田 浩和  （新任） 執行役員 

（財務経理部長） 

早川 仁 ※ （新任） 執行役員 

（営業企画部長） 

松田 易伸 ※ （新任） 執行役員 

（物流部長） 

松口 克彦  （新任） 執行役員 

（総務部長） 

中川 学  取締役 

商品本部グロサリー部長 

執行役員 

（商品部グロサリー部長） 

岩崎 良次 ※ （新任） 執行役員 

（業務システム部長） 

小暮 昌明 ※ （新任） 執行役員 

（店舗企画部長） 

星野 洋一 ※ （新任） 執行役員 

（人事教育部長） 

小林 政信  （新任） 執行役員 

（経営企画部長） 

丸山 将範 ※ （新任） 執行役員 

（環境ＣＳＲ部長） 

（注）平成25年９月10日付公表「子会社の社名ならびに業務分掌変更に関するお知らせ」にてお知ら

せしたとおり、平成25年10月１日付で社名を原信ナルスロジテック株式会社から変更しており

ます。 

 

⑥ ホームページアドレスの変更 

 以下のアドレスに変更になりました。 

 http://www.axial-r.com/ 

⑦ シンボルマークの変更 

 

 

 

 

 

 全体の造形は、親しみと温かさを表現しており、特に「Ａ」に特徴を持たせたワードマークです。「Ａ」

の右上のフラッグは、お客様への「より良い暮らしの提案」の旗印であり、「グループ一体となっての成

長」を誓う旗印でもあります。また、左下のウエーブの造形は、ダイナミックに活動していく企業の姿

も象徴しています。 

 この「Ａ」の造形には、Ａ・Ｘ・Ｉ・Ａ・Ｌの５文字が込められています。 
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⑧ 株式銘柄略称の変更 

 原信ナルス から アクシアル に変更になりました。 

 

２ 新たな当社グループの概要 

 

① 企業集団の概要 

 当社グループは、純粋持株会社であるアクシアル リテイリング株式会社（旧会社名 原信ナルスホー

ルディングス株式会社）を中心とした企業集団を形成しております。 

 なお、主たる事業は、グループ全体の売上高の９割超を占めるスーパーマーケット事業であり、グル

ープ各社が、企業集団全体の価値向上に努めてまいります。 

 

（注）１ 平成25年10月１日付で、新たに当社の子会社になった会社であります。 

 ２ 特定子会社であります。 

 ３ 平成25年９月10日付公表「子会社の社名ならびに業務分掌変更に関するお知らせ」にてお

知らせしたとおり、平成25年10月１日付で社名を原信ナルスロジテック株式会社から変更

しております。 
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② 当社の概要（平成25年10月１日現在） 

商号 アクシアル リテイリング株式会社 

（英訳名 Axial Retailing Inc.） 

事業内容 スーパーマーケット事業を中心とした企業集団の持株会社 

証券コード 8255 東証第１部 

所在地 新潟県長岡市中興野18番地２ 

ＴＥＬ （0258）66-6711 

ＵＲＬ http://www.axial-r.com/ 

資本金 3,159,712,610円 

発行済株式総数 23,388,039株 

 （注）平成25年10月１日に行われた株式会社フレッセイホールディング

スとの株式交換により交付した株式5,873,800株の内訳は次の通

りです。 

    新株の発行  5,373,800株 

    自己株式の充当  500,000株 

大株主・持株比率 原 和彦 5.34％ 

 株式会社ニューサンライフ 3.78％ 

 原 信博 3.61％ 

 株式会社第四銀行 3.57％ 

 フレッセイ従業員持株会 3.20％ 

 植木 敏夫 2.97％ 

 原信ナルス従業員持株会 2.78％ 

 株式会社商工組合中央金庫 2.31％ 

 植木 威行 2.16％ 

 株式会社三井住友銀行 1.70％ 

 （注）上記大株主並びに持株比率は、直近（平成25年６月末）における

株主の状況を基に、平成25年10月１日に行われた株式会社フレッ

セイホールディングスとの株式交換により異動した株主並びに発

行済株式総数を加味して記載しております。 

決算期 ３月末 

役員 代表取締役会長  山崎 軍太郎 

 代表取締役社長  原 和彦 

 代表取締役副社長  植木 威行 

 取締役副社長・執行役員  五十嵐 安夫 

 専務取締役・執行役員  山岸 豊後 

 常務取締役・執行役員  小出 朗 

 取締役・執行役員 森山 仁 

 取締役・執行役員 丸山 三行 

 取締役・執行役員 加部 敏夫 

 常勤監査役（社外監査役） 高橋 宏一 

 常勤監査役  増田 和弘 

 常勤監査役  藤田 友三郎 

 監査役（社外監査役） 金子 健三 

 監査役（社外監査役・独立役員） 細貝 巌 

 執行役員（財務経理部長） 吉田 浩和 

 執行役員（総務部長） 松口 克彦 

 執行役員（経営企画部長） 小林 政信 

 執行役員（ＴＱＭ推進部長） 丸山 将範 
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③ その他子会社の概要（平成25年10月１日現在） 

商号 株式会社原信 

事業内容 スーパーマーケットの経営 

所在地 新潟県長岡市中興野18番地２ 

役員 代表取締役社長  原 和彦 

 取締役副社長 五十嵐 安夫 

 専務取締役 山岸 豊後 

 取締役 関 英明 

 取締役 早川 仁 

 監査役 高橋 宏一 

 

商号 株式会社ナルス 

事業内容 スーパーマーケットの経営 

所在地 新潟県上越市藤巻８番13号 

役員 取締役会長  山崎 軍太郎 

 代表取締役社長 森山 仁 

 取締役 嶋倉 道彦 

 取締役 小出 朗 

 取締役 松口 克彦 

 監査役 増田 和弘 

 

商号 株式会社フレッセイホールディングス 

事業内容 中間持株会社・不動産管理 

所在地 群馬県前橋市力丸町９００番地の１ 

役員 代表取締役社長・社長執行役員 植木 威行 

 取締役専務・執行役員 加部 敏夫 

 取締役 小林 俊幸 

 常勤監査役 高木 捷治 

 監査役 藤田 友三郎 

 監査役 根本 昭捷 

 執行役員（財務戦略部長） 吉田 三枝子 

 

商号 株式会社フレッセイ 

事業内容 スーパーマーケットの経営 

所在地 群馬県前橋市力丸町４９１番地１ 

役員 代表取締役社長・社長執行役員 植木 威行 

 取締役専務・執行役員 加部 敏夫 

 取締役・執行役員（開発管掌） 小林 俊幸 

 取締役・執行役員（生鮮部長） 一場 幸雄 

 取締役・執行役員（営業企画部長） 堀 宏之 

 取締役・執行役員（店舗運営部長） 千葉 正芳 

 監査役 高木 捷治 

 監査役 藤田 友三郎 

 執行役員（人財開発部長） 土子 行雄 

 執行役員（グロサリー部長） 青木 正行 

 執行役員（グループ経営戦略部長） 堀川 博史 
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商号 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 

事業内容 シェアードサービス 

所在地 新潟県長岡市中興野18番地２ 

役員 代表取締役社長 原 和彦 

 取締役副社長・執行役員 五十嵐 安夫 

 専務取締役・執行役員 山岸 豊後 

 専務取締役・執行役員（商品部長） 小出 朗 

 取締役・執行役員（店舗運営部長） 丸山 三行 

 執行役員（店舗開発部長） 関 英明 

 執行役員（財務経理部長） 吉田 浩和 

 執行役員（営業企画部長） 早川 仁 

 執行役員（物流部長） 松田 易伸 

 執行役員（総務部長） 松口 克彦 

 執行役員（商品部グロサリー部長） 中川 学 

 執行役員（業務システム部長） 岩崎 良次 

 執行役員（店舗企画部長） 小暮 昌明 

 執行役員（人事教育部長） 星野 洋一 

 執行役員（経営企画部長） 小林 政信 

 執行役員（ＴＱＭＣＳＲ部長） 丸山 将範 

 

商号 株式会社ローリー 

事業内容 食品の製造・加工 

所在地 新潟県長岡市中興野２３２－１ 

役員 代表取締役会長 原 和彦 

 代表取締役社長 佐藤 浩光 

 常務取締役 石坂 洋一 

 

商号 株式会社原興産 

事業内容 清掃、保険代理店、不動産賃貸 

所在地 新潟県長岡市台町２丁目１番１５号 

役員 代表取締役社長 原 信博 

 常務取締役 小川 昌尚 

 取締役 原 和彦 

 取締役 内藤 裕 

 

商号 株式会社アイテック 

事業内容 情報処理 

所在地 新潟県長岡市城内町３丁目２番地１ 

役員 代表取締役社長 内藤 裕 

 取締役 原 信博 

 取締役 山岸 豊後 

 

商号 高速印刷株式会社 

事業内容 印刷、各種媒体の制作 

所在地 新潟県長岡市北陽１丁目５３番地４１ 

役員 代表取締役社長 米山 秀彦 

 取締役 安達 義光 
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商号 力丸流通サービス株式会社 

事業内容 運輸、清掃 

所在地 群馬県前橋市力丸町４９１番地の１ 

役員 代表取締役会長 植木 威行 

 代表取締役社長 加部 敏夫 

 専務取締役 武藤 孝 

 取締役 高橋 功 

 取締役 設楽 正男 

 監査役 高木 捷治 

 監査役 藤田 友三郎 

 

商号 株式会社清和コーポレーション 

事業内容 自動車販売 

所在地 群馬県前橋市荒牧町２丁目５７番地２０ 

役員 代表取締役社長 植木 康夫 

 取締役 植木 威行 

 取締役 小林 俊幸 

 取締役 下山 一人 

 監査役 高木 捷治 

 監査役 藤田 友三郎 

 

商号 株式会社フレッセイヒューマンズネット 

事業内容 障害者雇用 

所在地 群馬県前橋市力丸町４９１番地１ 

役員 代表取締役社長 植木 威行 

 取締役 加部 敏夫 

 取締役 堀川 博史 

 取締役 星野 浩克 

 取締役 吉田 三枝子 

 監査役 高木 捷治 

 監査役 藤田 友三郎 

 

商号 高翔商事株式会社 

事業内容 不動産管理 

所在地 群馬県高崎市倉賀野町５４６番地１ 

役員 代表取締役社長 植木 威行 

 取締役 小林 俊幸 

 取締役 堀川 博史 

 監査役 藤田 友三郎 

 

３ 今後の見通し 

 今後の業績見通しにつきましては、現在算定中であり、判明次第公表いたします。 

 

以 上 


