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平成 27 年４月 30 日 

各   位 

会 社 名 江守グループホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 江守 清隆 

 （コード：9963、東証第一部） 

問合せ先 常務取締役グループ管理部門担当  揚原 安麿 

 （TEL 0776-36-9963） 
 

当社グループのスポンサーの選定、スポンサーに対する子会社株式の譲渡 

（これに伴う子会社の異動、特別損失の発生） 

及び当社の民事再生手続開始申立て 

並びに子会社による興和株式会社との業務提携に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社グループのスポンサーとして、興和紡株式

会社（以下「興和紡」といいます。）及び株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ（以下「JWP」

といいます。）を選定し、興和紡と JWP が管理運営するファンドが出資する合同会社江守コ

ーポレーション（以下「江守コーポレーション」といいます。）との間で、江守商事株式会

社（以下「江守商事」といいます。）をはじめとする各事業会社の株式の譲渡等を内容とす

るスポンサー契約を締結いたしました。 

 また、あわせて、当社が民事再生手続開始の申立てを行うことについても決議し、直ち

に東京地方裁判所に申立てを行い、本日、同裁判所より弁済禁止の保全命令及び監督命令

が発令されるとともに、須藤英章弁護士が監督委員に選任されました。今後、当社株式は、

東京証券取引所が定める規程に従い、所定の期間を経た後に上場廃止となる見込みであり

ます。 

 

 なお、民事再生手続開始の申立てを行ったのは、持株会社である当社のみであり、江守

商事をはじめとする各事業会社は、通常どおり事業を継続しております。各事業子会社は、

今後もお取引先様とのお取引を継続させて頂くとともに、従前どおりお支払いをさせて頂

きます。 

 

 また、当社の子会社である江守商事は、本日開催の取締役会において、興和株式会社（以

下「興和」といいます。）との間で業務提携を行うことを決議し、同社との間で業務提携契

約を締結いたしました。今後、江守商事をはじめとする各事業子会社は、上記のスポンサ
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ー支援に加えて、興和からの事業面でのサポートも受けて、当社グループの事業の再生に

取り組んで参ります。 

 

 

Ⅰ 当社グループのスポンサーの選定等及び当社の民事再生手続開始申立てについて 

 

１．スポンサーの選定及び申立ての経緯・理由 

 平成 27 年３月 16 日付「貸倒引当金繰入額（特別損失）の計上に関するお知らせ」に

おいてお知らせしておりますとおり、中国における大口取引先における回収遅延が顕著

となり、また、取引信用保険についても保険金の支払を受けることができない可能性が

存することが明らかとなったこと等から、平成 27 年３月期第３四半期連結累計期間で中

国子会社において、売掛債権につき合計 462 億５百万円の貸倒引当金を計上し、連結ベ

ースで 234 億 24 百万円の債務超過に陥ることとなり、また、継続企業の前提に関する注

記も付されることとなりました。 

さらに、現在作業中の、当社の平成 27 年３月期個別決算におきましても、多額の貸倒

引当金を計上した中国子会社等への出資金額につき評価損等を計上するほか、中国子会社

等の銀行取引に対して債務保証損失引当金繰入額を計上することを予定していることか

ら、連結財務諸表のみならず、個別財務諸表におきましても大幅な債務超過となることが

確実となる見込みです。 

 

 かかる状況を踏まえて、当社としては、事業の継続、再生を図るため、平成 27 年２月

以降、金融機関説明会を開催し、取引金融機関に当社の状況等を説明し、再生の方針等

について協議して参りました。 

 他方で、当社グループの事業の再生にはスポンサーによる支援が不可欠であると考え、

当社グループのスポンサー選定を早急に進めて参りました。そして、スポンサーからの

拠出資金による債権者の皆様への弁済原資の極大化とともに、当社グループの事業の再

生・継続の確実性、事業毀損の防止（迅速な事業承継）、従業員の雇用維持・地域経済へ

の影響等の観点等から検討した上で、本日、興和紡及び JWP をスポンサーとして選定し、

各事業会社株式の譲受会社となる江守コーポレーションとの間で、各事業会社の株式の

譲渡等を内容とするスポンサー契約を締結しました。 

 また、当社の有利子負債は平成 27 年４月末日時点において約 711 億円（子会社の銀行

取引等の保証債務を含む。）でありますが、当社グループの事業の再生を果たすためには、

以上のスポンサーからの支援を前提として、早期に民事再生手続開始の申立てを行うこ

とが不可欠と判断し、本日、民事再生手続開始の申立てに至った次第です。 
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２．負債総額（平成 27 年４月末日現在） 

 約 711 億円 

（子会社の銀行取引等の保証債務を含みます。） 

 

３．スポンサー支援の概要 

 スポンサー及びスポンサー支援等の概要は次のとおりです。 

 

(1) スポンサーの概要 

① 興和紡（江守コーポレーションに対する出資者） 

①名称 興和紡株式会社 

②本店所在地 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番 29 号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 三輪 弘 

④事業内容 印刷事業、海外営業事業、不動産事業、自動車販売事業 

⑤資本金 5000 万円 

⑥設立年月日 平成 21 年 12 月 10 日 

⑦直前事業年度の売

上高、純資産及び総資

産 

売上高：9,802 百万円 

純資産：15,213 百万円 

総資産：37,597 百万円 

⑧当社との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への 

該当状況 

該当事項はありません。 

 

② JWP（江守コーポレーションに対する出資者） 

①名称 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 

②本店所在地 東京都千代田区有楽町１-７-１ 

有楽町電気ビルヂング北館 15 階 

③代表者の役職・氏名 代表取締役 佐藤 雅典 

④事業内容 投資ファンド運営業 

⑤資本金 １億円 

⑥設立年月日 平成 15 年４月 21 日 

⑦当社との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への 

該当状況 

該当事項はありません。 

 

③ 江守コーポレーション（株式譲渡の相手方） 

①名称 合同会社江守コーポレーション 

②本店所在地 東京都中央区日本橋二丁目９番１号 

③事業内容 有価証券の保有、管理及び売買 

④資本金 30 万円 

⑤設立年月日 平成 27 年４月 13 日 
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⑥当社との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への 

該当状況 

該当事項はありません。 

 

④ 興和 

①名称 興和株式会社 

②本店所在地 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番 29 号 

③代表者の役職氏名 代表取締役社長 三輪 弘 

④事業内容 商社部門： 繊維、機械、建材、船舶、鉱物資源、化成品

原料、生活関連物資などの輸出入、三国間貿

易及び国内販売 

メーカー部門： OTC・医療用医薬品の研究開発・製造、LED

照明機器・再生可能エネルギー発電システ

ム・医療用機器・光学機器の研究開発・製造

販売・輸出入 

⑤資本金 38 億 4000 万円 

⑥設立年月日 昭和 14 年 11 月 15 日 

⑦直前事業年度の連

結売上高、連結純資産

及び総資産 

連結売上高：359,610 百万円 

連結純資産：133,772 百万円 

連結総資産：444,731 百万円 

⑧当社との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への 

該当状況 

該当事項はありません。 

 

(2) スポンサーによる支援 

① 支援の概要・支援方法 

 今後、民事再生手続における所要の手続を経た上、江守コーポレーションに対して、

以下に記載の各事業子会社の株式の全てを譲渡するとともに、当社グループの事業運

営に必要な当社の従業員及び動産等を江守コーポレーション又はスポンサー支援後

の江守商事に譲渡します。これにより取引実行日をもって、以下に記載の各事業子

会社は、江守コーポレーションの子会社となります。 

 なお、クロージングまでの江守商事の運転資金については、必要に応じて、福井銀

行株式会社からの特別融資枠により、確保する予定です。 

 

 譲渡対象会社及び株式数、譲渡前後の所有株式の状況は、以下のとおりです。 

(ア) 江守商事株式会社 

（１） 異動前の所有株式数 
5,000 株 

（議決権の数:5,000 個） 

（議決権所有割合:100.0％） 

（２） 譲渡株式数 5,000 株 
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（議決権の数:5,000 個） 

（３） 譲渡価額 下記に記載 

（４） 異動後の所有株式数 
0 株 

（議決権の数:0 個） 

（議決権所有割合:0.0％） 

 

(イ) 北陸化成工業株式会社 

（１） 異動前の所有株式数 
60,000 株 

（議決権の数:60,000 個） 

（議決権所有割合:100.0％） 

（２） 譲渡株式数 
60,000 株 

（議決権の数:60,000 個） 

（３） 譲渡価額 下記に記載 

（４） 異動後の所有株式数 
0 株 

（議決権の数:0 個） 

（議決権所有割合:0.0％） 

 

(ウ) 北陸カラー株式会社 

（１） 異動前の所有株式数 
400 株 

（議決権の数:400 個） 

（議決権所有割合: 100.0％） 

（２） 譲渡株式数 
400 株 

（議決権の数:400 個） 

（３） 譲渡価額 下記に記載 

（４） 異動後の所有株式数 
0 株 

（議決権の数:0 個） 

（議決権所有割合:0.0％） 

 

(エ) 江守物流株式会社 

（１） 異動前の所有株式数 
1,000 株 

（議決権の数:1,000 個） 

（議決権所有割合: 100.0％） 

（２） 譲渡株式数 
1,000 株 

（議決権の数:1,000 個） 

（３） 譲渡価額 下記に記載 

（４） 異動後の所有株式数 
0 株 

（議決権の数:0 個） 

（議決権所有割合:0.0％） 

 

(オ) 株式会社江守ソリューションズ 

（１） 異動前の所有株式数 
400 株 

（議決権の数:400 個） 

（議決権所有割合: 100.0％） 

（２） 譲渡株式数 
400 株 

（議決権の数:400 個） 

（３） 譲渡価額 下記に記載 
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（４） 異動後の所有株式数 
0 株 

（議決権の数:0 個） 

（議決権所有割合:0.0％） 

 

(カ) 株式会社イー・アイ・エル 

（１） 異動前の所有株式数 
1,000 株 

（議決権の数:1,000 個） 

（議決権所有割合: 100.0％） 

（２） 譲渡株式数 
1,000 株 

（議決権の数:1,000 個） 

（３） 譲渡価額 下記に記載 

（４） 異動後の所有株式数 
0 株 

（議決権の数:0 個） 

（議決権所有割合:0.0％） 

 

(キ) 株式会社ブレイン 

（１） 異動前の所有株式数 
200 株 

（議決権の数:200 個） 

（議決権所有割合: 100.0％） 

（２） 譲渡株式数 
200 株 

（議決権の数:200 個） 

（３） 譲渡価額 下記に記載 

（４） 異動後の所有株式数 
0 株 

（議決権の数:0 個） 

（議決権所有割合:0.0％） 

 

(ク) 株式会社アイティーエス 

（１） 異動前の所有株式数 
199 株 

（議決権の数:199 個） 

（議決権所有割合: 100.0％） 

（２） 譲渡株式数 
199 株 

（議決権の数:199 個） 

（３） 譲渡価額 下記に記載 

（４） 異動後の所有株式数 
0 株 

（議決権の数:0 個） 

（議決権所有割合:0.0％） 

 

② 譲渡等価格 

 上記事業子会社 8 社の株式及び事業運営に必要な当社の従業員及び動産等の譲渡、

並びに、江守商事の当社からの借入金の返済（江守コーポレーションからの借り換え）

（以下「本件株式譲渡等」と総称します。）等による譲渡等価格の合計は約 100 億円

です。 
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③ 譲渡対象となる事業子会社の概要 

(ア) 江守商事株式会社 

①名称 江守商事株式会社 

②本店所在地 福井県福井市毛矢一丁目６-23 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長  江守 清隆 

④事業内容 化学品、電子材料、電子部品、合成樹脂、繊維加工剤及び環境

関連商品の販売及び輸出入、並びに情報システム及びソフトウ

ェアの開発及び販売 

⑤資本金 450 百万円 

⑥設立年月日 平成 25 年４月 25 日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守グループホールディングス株式会社 100％ 

⑧当社との関係 資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 役員・従業員の兼務関係 

取引関係 当社が同社に対して貸付を行っているほか、グル

ープ経営管理にかかるコストとして経営管理料等

を徴収しております。 

⑨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 25 年３月期 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期

第３四半期（※１）

純 資 産 10,495 百万円 14,407 百万円 4,629 百万円

総 資 産 40,513 百万円 51,604 百万円 23,623 百万円

１株当たり純資産 1,000 円 32 銭 1,168 円 32 銭 925,820 円 28 銭

売 上 高 53,820 百万円 51,262 百万円 40,525 百万円

（※１）当社は、平成 26 年４月１日に持株会社化に伴い会社分割を行っておりま

す。現・江守商事は、平成 25 年４月に商号を江守商事分割準備株式会社として設

立され、平成 26 年４月１日付で旧江守商事株式会社（現・江守グループホールデ

ィングス）の事業部門を吸収分割により承継し、同日付で江守商事株式会社に商号

変更しております。従いまして、平成 25 年３月期及び平成 26 年３月期は、旧・江

守商事の経営成績及び財政状態を、平成 27 年３月期第３四半期は、新・江守商事

の経営成績及び財政状態を記載しております。 

 

(イ) 北陸化成工業株式会社 

①名称 北陸化成工業株式会社 

②本店所在地 福井県福井市毛矢一丁目６-23 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長  稲井田 重則 

④事業内容 合成樹脂、化成品の製造販売 

⑤資本金 30 百万円 

⑥設立年月日 昭和 48 年３月 31 日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守グループホールディングス株式会社 100％ 

⑧当社との関係 資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 役員の兼務関係 

取引関係 当社が同社に対して貸付を行っているほか、グル

ープ経営管理にかかるコストとして経営管理料等
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を徴収しております。 

⑨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 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期

純 資 産 183 百万円 184 百万円 197 百万円

総 資 産 350 百万円 343 百万円 368 百万円

１株当たり純資産 3,061 円 86 銭 3,080 円 72 銭 3,298 円 62 銭

売 上 高 901 百万円 866 百万円 926 百万円

 

(ウ) 北陸カラー株式会社 

①名称 北陸カラー株式会社 

②本店所在地 福井県福井市毛矢一丁目６-23 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長  稲井田 重則 

④事業内容 染料の製造・販売、染色加工、染色試験 

⑤資本金 20 百万円 

⑥設立年月日 昭和 63 年９月１日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守グループホールディングス株式会社 100％ 

⑧当社との関係 資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 役員の兼務関係 

取引関係 同社が当社に対して貸付を行っているほか、グル

ープ経営管理にかかるコストとして経営管理料等

を徴収しております。 

⑨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 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期

純 資 産 64 百万円 74 百万円 70 百万円

総 資 産 95 百万円 100 百万円 101 百万円

１株当たり純資産 162,299 円 17 銭 185,391 円 96 銭 176,448 円 48 銭

売 上 高 132 百万円 133 百万円 132 百万円

 

(エ) 江守物流株式会社 

①名称 江守物流株式会社 

②本店所在地 福井県福井市毛矢一丁目６-23 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長  稲井田 重則 

④事業内容 倉庫業 

⑤資本金 50 百万円 

⑥設立年月日 平成８年４月１日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守グループホールディングス株式会社 100％ 

⑧当社との関係 資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 役員の兼務関係 

取引関係 同社が当社に対して貸付を行っているほか、グル

ープ経営管理にかかるコストとして経営管理料等

を徴収しております。 

⑨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 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期

純 資 産 42 百万円 48 百万円 53 百万円

総 資 産 66 百万円 73 百万円 85 百万円
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１株当たり純資産 42,947 円 87 銭 48,525 円 97 銭 53,200 円 67 銭

売 上 高 207 百万円 212 百万円 224 百万円

 

(オ) 株式会社江守ソリューションズ 

①名称 株式会社江守ソリューションズ 

②本店所在地 福井県福井市毛矢一丁目６-23 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長  三上 匡之 

④事業内容 ソフトウェア開発及び販売、技術者派遣 

⑤資本金 50 百万円 

⑥設立年月日 昭和 63 年２月 24 日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守グループホールディングス株式会社 100％ 

⑧当社との関係 資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 役員の兼務関係 

取引関係 同社が当社に対して貸付を行っているほか、グル

ープ経営管理にかかるコストとして経営管理料等

を徴収しております。 

⑨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 24 年 12 月期 平成 25 年 12 月期

（※１） 

平成 26 年 12 月期

純 資 産 57 百万円 328 百万円 378 百万円

総 資 産 86 百万円 619 百万円 528 百万円

１株当たり純資産 142,745 円 61 銭 822,145 円 04 銭 946,075 円 59 銭

売 上 高 110 百万円 1,199 百万円 1,211 百万円

※１ 平成 25 年１月１日に江守商事株式会社より同社の情報システム事業部統合

システム営業部門を会社分割で承継し、商号を「江守システム株式会社」から「株

式会社江守ソリューションズ」に変更いたしました。 

 

(カ) 株式会社イー・アイ・エル 

①名称 株式会社イー・アイ・エル 

②本店所在地 福井県福井市毛矢一丁目６-23 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長  山本 昇 

④事業内容 流通・物流システム開発及び販売 

⑤資本金 50 百万円 

⑥設立年月日 平成 24 年２月１日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守グループホールディングス株式会社 100％ 

⑧当社との関係 資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 役員の兼務関係 

取引関係 同社が当社に対して貸付を行っているほか、グル

ープ経営管理にかかるコストとして経営管理料等

を徴収しております。 

⑨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 24 年 12 月期

（※１） 

平成 25 年 12 月期 平成 26 年 12 月期

純 資 産 259 百万円 382 百万円 495 百万円
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総 資 産 552 百万円 560 百万円 731 百万円

１株当たり純資産 259,671 円 19 銭 382,771 円 28 銭 495,209 円 33 銭

売 上 高 1,002 百万円 1,136 百万円 1,332 百万円

※１ 平成 24 年２月１日に江守商事より同社の情報システム事業部流通システム

営業部門を新設分割により承継しました。 

 

(キ) 株式会社ブレイン 

①名称 株式会社ブレイン 

②本店所在地 大阪市中央区北浜３丁目５番 22 号  

オリックス淀屋橋ビル４階 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長  廣兼 敬治 

④事業内容 ソフトウェア開発及び販売、技術者派遣 

⑤資本金 10 百万円 

⑥設立年月日 昭和 61 年８月 28 日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守グループホールディングス株式会社 100％ 

⑧当社との関係 資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 役員の兼務関係 

取引関係 同社が当社に対して貸付を行っているほか、グル

ープ経営管理にかかるコストとして経営管理料等

を徴収しております。 

⑨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 24 年 12 月期 平成 25 年 12 月期 平成 26 年 12 月期

純 資 産 219 百万円 251 百万円 296 百万円

総 資 産 317 百万円 363 百万円 421 百万円

１株当たり純資産 1,097,225 円 55 銭 1,258,154 円 04 銭 1,484,145円 54銭

売 上 高 429 百万円 526 百万円 661 百万円

 

(ク) 株式会社アイティーエス 

①名称 株式会社アイティーエス 

②本店所在地 大阪府豊中市新千里西町１-２-２ 

住友商事千里ビル２F 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長  松山 文鑑 

④事業内容 ソフトウェア開発及び販売 

⑤資本金 20 百万円 

⑥設立年月日 平成９年３月３日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守グループホールディングス株式会社 100％ 

⑧当社との関係 資本関係 当社が同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 役員の兼務関係 

取引関係 グループ経営管理にかかるコストとして経営管理

料等を徴収しております。 

⑨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 24 年 12 月期 平成 25 年 12 月期 平成 26 年 12 月期

純 資 産 446 百万円 428 百万円 427 百万円

総 資 産 599 百万円 868 百万円 1,124 百万円
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１株当たり純資産 2,246,129 円 60 銭 2,152,017 円 97 銭 2,148,654円 27銭

売 上 高 638 百万円 591 百万円 395 百万円

 

④ 日程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 平成 27 年４月 30 日 

（２） 契 約 締 結 日 平成 27 年４月 30 日 

（３） 株式譲渡等実行日 平成 27 年５月 29 日（予定）※ 

※  民事再生法の定めに基づく監督委員の同意及び裁判所の許可その他の必要な

手続を経た上で実行する予定です。 

 

４．業績への影響（特別損失の発生） 

本件株式譲渡に伴い、平成 27 年３月期の当社の個別決算において、「関係会社株式評

価損」として約 27 億円の特別損失を計上する予定です。これは、本件株式譲渡等は平成

28 年３月期（４～６月）に発生した事象ですが、平成 27 年３月期の後発事象として、平

成 27 年３月期の個別決算に反映させるものです。平成 27 年３月期連結決算への影響は

ありません。また、平成 28 年３月期連結業績への影響は精査中であり、開示すべき事項

が判明した場合には速やかに開示いたします。 

 

５．今後の見通し 

今後につきましては、東京地方裁判所及び監督委員の監督の下、所要の手続きを経た

上で、お取引先様、お客様の皆様をはじめとする関係者各位のご支援ご協力を賜りなが

ら、当社グループの事業の再生に向けて、当社グループの役職員一同、全力を尽くして

参る所存です。 

なお、平成 27 年４月 16 日付「中国子会社の事業縮小及び特別損失の計上に関するお

知らせ」で発表のとおり、当社の中国子会社は営業活動を休止し、滞留債権の回収活動

に専念しております。回収した資金につきましては、大半が中国子会社の債権者である

金融機関等への弁済に充当される予定です。また、上記３．(2)②の譲渡等価格につきま

しても、当社の債権者である金融機関等への弁済に充当される予定です。 

当社の負債総額は、上記のとおり 700 億円を超えており、株主に分配可能な残余価値

の見込みはない状況です。 

 

６．証券取引所規則に規定する再生計画等の審査に係る申請の有無 

 有価証券上場規程第 605 条第１項に規定する再生計画等の審査に係る申請については、

行わない予定です。従いまして当社株式は、東京証券取引所が定める規程により、所定

の期間を経た後に上場廃止となる見込みであります。 
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Ⅱ 子会社による興和株式会社との業務提携 

 

１．業務提携の理由 

上記のとおり、当社は、江守コーポレーションとの間で、中核事業会社である江守商

事を含む当社の子会社８社の全株式の譲渡等を内容とするスポンサー契約を締結し、本

年 5月 29 日に株式譲渡を実行する予定です。 

これに伴い、江守商事は、興和株式会社（以下「興和」といいます。）との間で、各自

の運営する商事関連事業につき、相互の発展を目指し、各自の得意分野や、経営資源を

利用して業務を協力して推進する目的で、業務提携を行うことといたしました。 

 

２．業務提携の内容 

江守商事及び興和は、各自独立して業務を遂行し又は経営を行いつつ、上記１．の目

的を達成するため、定期又は適時に相互に連絡を取り合い、必要な施策を協議いたしま

す。 

 

３．今後の見通し 

具体的な施策について決定した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

 

以 上 
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（参考） 

１．申立ての概要 

①申 立 日 平成 27 年４月 30 日 

②管轄裁判所 東京地方裁判所 

③事 件 名 平成 27 年(再)第 33 号 

④申立代理人 〒107－6029 

東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号 アーク森ビル 

電話：03－5562－8760 FAX：03－5561－9711 

西村あさひ法律事務所 

 弁護士 松嶋 英機 

 同   南  賢一 

 同   柴原  多 

 同   田中 研也 

 同   川畑 和彦 

 同   中村 広樹 

 同   紺田 哲司 

 同   濵井 耕太 

 同   田中麻理恵 

 同   窪田三四郎 

 同   村上 達明 

 同   前川 良介 

 

２．上場会社の現況 

①名称 江守グループホールディングス株式会社 

②本店所在地 福井県福井市毛矢一丁目 6番 23 号 

③役員の状況 代表取締役社長 江守 清隆 

常務取締役   揚原 安麿 

常務取締役   山本  昇 

常務取締役   黒瀨 則雄 

取締役     筑後 嘉英 

取締役(社外)  林  宏樹 

常務監査役   松本 淸次 

監査役     関口 英雄 

監査役(社外)  野坂 佳生 

監査役(社外)  小玉 隆一 

④事業内容 グループの経営戦略策定及び経営管理 

⑤資本金 17 億 9,428 万 1,600 円 

⑥設立年月日 昭和 33 年 5月 26 日 

⑦大株主 

 及び持株比率 

江守総業株式会社 28.77％ 

江守清隆      4.15％ 

竹田和平      2.43％ 

株式会社福井銀行  2.33％ 

株式会社北國銀行  1.94％ 

⑧株主総数 10,681 名(平成 27 年 3月 31 日時点) 

⑨株式の状況 普通株式：1234 万株(発行する株式の種類及び発行済株式数) 

⑩従業員数 816 名(連結)※平成 27 年３月末日時点 

⑪労働組合 該当事項なし 
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⑫負債総額 約 341 億円 ※平成 27 年３月末日時点（速報数値・子会社に

対する債務保証金額を含まず） 

⑬最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決 算 期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期

純 資 産 10,819,936 千円 14,420,835 千円 22,571,276 千円

総 資 産 57,352,954 千円 71,664,424 千円 102,152,251 千円

１株当たり純資産 975.74 円 1,300.87 円 1,827.26 円

売 上 高 115,923,626 千円 140,036,275 千円 208,926,721 千円

営業利益 2,704,999 千円 3,139,799 千円 5,577,786 千円

経常利益 2,532,345 千円 3,005,618 千円 5,410,315 千円

当期純利益 1,689,571 千円 1,919,302 千円 3,323,832 千円

１株当たり当期純利益 161.04 円 182.93 円 288.14 円

１株当たり配当金 32.00 円 38.00 円 58.00 円

※ 当社は、平成 26 年４月１日付で当社を分割会社とする会社分割を行い、現在の持株会

社体制に移行しています。 


