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花菱縫製株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27年 8月 26日開催の取締役会において、花菱縫製株式会社（以下、「花菱縫製」）の全株式

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．株式取得の理由 

当社グループは、大正２年（1913 年）の創業以来、長年培ってきた炭鉱経営の知識と経験並びに高度な

採掘技術を活かし、石炭販売と石炭生産の燃料事業を中核事業と位置付け、日本におけるエネルギーの

安定供給に取組んでまいりました。 

一方で燃料事業の業績は、石炭価格や外国為替等の外部要因の変動に大きく左右され、また昨今は、

再生可能エネルギーやシェールガスの台頭等によりエネルギー資源を取り巻く構造変化も進んできており

ます。 

当社グループは、こうした将来のエネルギー資源ビジネスの変化に対応し、収益基盤の安定化・多様化

を図るため、成長戦略として燃料事業への継続的な取り組みと併せ、燃料事業以外の分野での新たな事

業の柱を築くことによる安定的な事業ポートフォリオの構築を喫緊の課題と考え、近年では施設運営受託事

業や再生可能エネルギー事業、飲食用資材事業等の新規事業への参入を着実に進めてきております。 

この度当社子会社となる花菱縫製は、昭和 10 年（1935 年）創業以来「イージーオーダースーツ」の先駆

者として国内初の重衣料（スーツ・コート等）の工業システム化に成功し、現在、国内に 5つの縫製工場を有

し、商品開発から生産・販売までの国内一貫体制により事業を展開しています。同社は長年蓄積された高

い縫製技術力と効率的な工場生産システムにより、高品質な紳士用・婦人用スーツを短納期で提供してお

ります。このように、花菱縫製はオーダースーツ業界において高い実績と知名度を誇るリーディングカンパ

ニーとして、大手百貨店や多くの消費者から高い信頼と評価を得ることにより確固たる取引基盤を有し、安

定した業績をあげております。 

当社グループは、燃料事業以外の分野での新たな事業の柱の一つとして、積極的に本事業の育成・強

化を進めてまいります。 

 

２．異動する子会社の概要 

（１） 名称 花菱縫製株式会社 

（２） 所在地 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保 2059 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野中 雅彦 

（４） 事業内容 紳士服・婦人服・ワイシャツの企画・生産・販売 
受託生産事業 

（５） 資本金 80百万円 

（６） 設立年月日 平成 25年３月 



（７） 大株主及び持株比率 フェニックス・キャピタル・パートナーズ・エイティーン投資事業組合 
100％ 

（８） 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。 

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。 

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。 

（９） 当該会社の最近２年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 26年 6月期 平成 27年 6月期 

純資産 801百万円 1,017百万円 

総資産 3,478百万円 3,340百万円 

１株当たり純資産 66,753.83円 84,787.63円 

売上高 4,494百万円 4,496百万円 

営業利益 415百万円 401百万円 

経常利益 386百万円 382百万円 

当期純利益 202百万円 216百万円 

１株当たり当期純利益 16,804.83円 18,033.76円 

１株当たり配当金 －円 －円 

  *当該会社は、平成 25年 7月 1日を効力発生日とする吸収分割により、旧花菱縫製株式会社から事業継 
   承を受け、同日、社名を花菱縫製株式会社に変更しております。 
   尚、平成 27年 6月期は監査前の数値となります。 
 
 
３．株式取得の相手先の概要 

（１） 名称 フェニックス・キャピタル・パートナーズ・エイティーン投資事業組合 

（２） 所在地 東京都千代田区丸の内 2-2-1  

 

４．取得株式数、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） 

 （議決権所有割合：     0％） 

（２） 取得株式数 12,000株 

 （議決権の数    ：12,000個） 

（３） 異動後の所有株式数 12,000株 

 （議決権の数   ：12,000個） 

 （議決権所有割合：   100％） 

 

５．日程 

（１） 取締役会決議 平成 27年 8月 26日 

（２） 株式譲渡契約締結 平成 27年 8月 26日 

（３） 株式譲渡予定日 平成 27年 10月１日 

 

６. 今後の見通し 

  本件に伴う当社連結業績への影響は、現在精査中であるため、判明次第速やかに開示いたします。 

 

７．三井松島産業株式会社 新規事業への取組について 

  別紙 

以  上 



新規事業への取り組みについて              

MITSUI MATSUSHIMA CO. LTD. 
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別紙 
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花菱縫製株式会社の子会社化 

  

 社   名 ：花菱縫製株式会社 

 所  在  地 ：埼玉県さいたま市岩槻区 

 従業員数 ：754名 

 事業内容 ：紳士服・婦人服・ワイシャツの企画生産・販売 

         受託生産事業 

 工   場 ：５工場（埼玉、群馬、宮城、山形、岩手） 

 店   舗 ：直営18店舗、フランチャイズ3店舗 

会社概要 

■主力事業・強み 

 昭和10年（1935年）創業、「イージーオーダースーツ」の先駆者

として、国内初の重衣料の工業システム化に成功。 

 商品開発から生産・販売までの国内一環体制による事業展開、

長年蓄積された高い縫製技術力と効率的な工場生産システム

により、高品質な紳士用・婦人用スーツを短納期で提供。 

 大手百貨店や多くの消費者から高い信頼と評価を得ており、確

固たる取引基盤を有し、安定した業績達成。 

■今後の成長性 

 西日本地区への進出、EC事業の拡大、女性の社会進出に伴う 

  婦人服の需要増加等、今後も更なる成長可能性を有している。 

新潟店 

江刺工場（岩手） 白鷹工場（山形） 

白石工場（宮城） 

新前橋工場（群馬） 

岩槻工場（埼玉） 

札幌店 

北大通り店 

盛岡店 

静岡店 

仙台店 

東京都心を中心に 

首都圏11店舗 

山形店 

  

 売  上  高    ：4,496百万円 

 営業利益    ：    401百万円 

 経常利益   ：    382百万円 

 当期純利益 ：    216百万円 

 純  資  産    ：1,017百万円 

 総  資  産    ：3,340百万円 

業績見込（平成27年6月期） 

紳士用 婦人用 

ベスト ワイシャツ 

※ 監査前 
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これまでの取り組み① 

■  2012年7月株式取得 

■ “おもてなし” の精神に基づく、お客様の心に残る高品質なサービスと長い経験から学んだ独自の運営ノウハウで 

  日本各地の民間企業・地方公共団体が保有する保養所・研修所・その他施設の運営受託事業を展開。 

■ 今後は九州地区を含め運営受託事業を推進し、グループ収益の安定化・多様化を図る。 

 

「お宿ねっと」 http://www.oyadonet.com/ 

M&Mサービスが運営する一流企業の保養所や 

公共の宿の情報を提供するサイト 

＜ 施設一例 ＞ 

施設運営受託事業 株式会社エムアンドエムサービス 



これまでの取り組み② 
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■ 2013年3月から発電開始 

■ 福岡県福津市内にある当社社有地(約10万㎡)を利用して、現在６MWの太陽光発電所を運営。年間発電量は６MWであり、 

  一般家庭約2,000世帯分の年間消費電力に相当。 

■ 電力不足対策や環境負荷低減などの社会貢献という面からも、今後も再生可能エネルギーの普及・拡大を目指し、 

   地球環境ならびに地域や社会に貢献していく。 

再生可能エネルギー事業 MMエナジー株式会社 



これまでの取り組み③ 
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■今後の成長性 

伸縮ストローが主流となっていない海外市場への拡販等を推進。 

寝ている状態でも少しずつ飲むことが可能なストローの開発など（例：エクストロー）、

介護関連業界からの要望に沿った製品を開発し、国内の新たな需要を開拓。 

主にコンビニ向けのシングルストロー取引の開始。 

ストローの技術を応用した飲料以外の用途の開拓。 

エクストロー 

多機能ストロー（伸縮エチケット蛇腹） 

■ 2014年2月株式取得 

■ 昭和58年の伸縮用ストローを開発以来、業界の先駆者として独自の技術・ノウハウを蓄積し国内伸縮ストローの市場で 

  圧倒的な市場シェア（約65%・当社調べ）を有するリーディングカンパニー。 

■ 大手乳業・飲料メーカー等の優良顧客からの高い信頼と評価による安定的な取引基盤構築及び堅調な業績達成。 

■ 独自の技術力、製品開発力、多品種製造対応力及び品質管理能力における比較優位性。 

シングルストロー 

飲食用資材事業 日本ストロー株式会社 



1億円 2億円 2億円 

1億円 
1億円 1億円 

5億円 

5億円 5億円 

4億円 
（※前年度実績） 

15/3期（実績） 16/3期（予想） 

M＆Mサービス 

（施設運営受託事業） 

MMエナジー 

（再生可能エネルギー事業） 

日本ストロー 

（飲食用資材事業） 

花菱 

（新規） 

7億円 

施設運営受託事業 

12年7月株式取得 

再生可能 

エネルギー事業 

13年3月発電開始 8億円 

花菱縫製株式会社 

15年10月 

株式取得予定 

飲食用資材事業 

14年2月株式取得 

新規事業のセグメント利益推移（のれん償却前） 

16/3期連結業績への影響は、
現在精査中 

12億円 

6 

新規事業の育成による収益の安定化・多様化 

イメージ 


