
 

 

平成 24 年 12 月 27 日 

各  位 

会社名  カメイ株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 亀井 文行 

（東証第１部 コード 8037） 

問合せ先 取締役総合企画室長 安部 仁市 

（TEL：０２２－２６４－６００７） 

 

Wanoba Group Inc.及び 

エービス・グループ株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 カメイ株式会社（本社：宮城県仙台市、社長：亀井 文行、以下当社）は、平成 24 年 12

月 21 日付けにて、Wanoba Group Inc.（本社：アメリカ合衆国カリフォルニア州、代表者：

Bruce R. Bailey、以下 Wanoba 社）及びエービス・グループ株式会社（本社：東京都千代

田区、代表者：髙松 良幸、以下エービス社）の全株式を取得し、子会社といたしました

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式取得の理由 

 当社は、現在 6 営業部門制（法人営業部、ホーム事業部、カーライフ事業部、食料部、

建設資材部、ファーマシー事業部）にて営業活動を行っております。 

 Wanoba 社はスーパーマーケット“Mitsuwa Market Place”を経営する Mitsuwa 

Corporation を傘下に置く持株会社です。“Mitsuwa Market Place”はアメリカ最大級の日

系スーパーマーケットチェーンであり、全米で 9 店舗を展開しております。また、エービ

ス社は厳選した日本食品等の輸出を行っております。 

 当社は、会社の重点方針の 1 つとして、貿易関連子会社並びに海外子会社を通じて、貿

易業務の拡大に取り組んでおります。 

 Wanoba 社、エービス社の全株式を取得しカメイグループに迎え入れ、アメリカでの販売

ネットワーク拡大と営業力の向上を推進することにより、当社食料部並びに当社グループ

会社とのシナジー効果が図られるものと考えております。また、Wanoba 社を当社グループ

の今後の北米事業プラットホームと位置付け、展開を強化して参ります。 

尚、Wanoba 社は、「Kamei North America Co., Ltd」に社名を変更致します。 

 

 

 

 



 

２．異動する子会社（Wanoba Group Inc.）の概要 

（１）名称 Wanoba Group Inc. 

（２）所在地 1815 W.213th Street, Suite235 Torrance, CA90501, U.S.A 

（３）代表者の役職氏名 Bruce R. Bailey 

（４）事業の内容 持株会社 

（５）資本金 US$45,370（2011年 12 月末現在）（3 百万円） 

（６）設立年月日 1997年 10月 21 日 

（７）大株主及び持株比率 Watanabe Family Trust 40.0%、Bruce R. Bailey 32.5%、 

野末雅之 20.0%、堀一彦 7.5% 

（８）上場会社と当該会社と 

の関係 

資本の関係 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。 

（９）当該会社の直近３年間の経営成績及び財務諸表 

決算期 平成 21年 12月期 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 

純資産 US$254,111 

（21百万円） 

US$278,663 

（23百万円） 

US$59,923 

（5百万円） 

総資産 US$254,111 

（21百万円） 

US$368,386 

（31百万円） 

US$149,646 

（12百万円） 

１株当たり純資産 US$254 

（21千円） 

US$278 

（23千円） 

US$59 

（5千円） 

売上高 US$3,505,476 

（297 百万円） 

US$2,701,086 

（229 百万円） 

US$1,600,000 

（136 百万円） 

営業利益 US$2,667,581 

（226 百万円） 

US$2,067,370 

（175 百万円） 

US$1,108,319 

（94百万円） 

経常利益 US$2,666,235 

（226 百万円） 

US$2,066,299 

（175 百万円） 

US$1,104,071 

（93百万円） 

当期純利益 US$2,631,217 

（223 百万円） 

US$2,014,276 

（171 百万円） 

US$1,075,760 

（91百万円） 

１株当たり当期純利益 US$2,631 

（223 千円） 

US$2,014 

（171 千円） 

US$1,075 

（91千円） 

１株当たり配当金 US$2,560 

（217 千円） 

US$1,990 

（169 千円） 

US$1,295 

（110 千円） 



（注）ＵＳ＄は、85円で換算しております。  

３．異動する子会社（Mitsuwa Corporation）の概要 

（１）名称 Mitsuwa Corporation 

（２）所在地 1815 W.213th Street, Suite235 Torrance, CA90501, U.S.A 

（３）代表者の役職氏名 Bruce R. Bailey 

（４）事業の内容 スーパーマーケット事業 

（５）資本金 US$40,000,000（2011 年 12 月末現在）（3,400 百万円） 

（６）設立年月日 1972 年 10 月 18 日 

（７）大株主及び持株比率 Wanoba Group Inc. 100% 

（８）上場会社と当該会社と 

の関係 

資本の関係 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。 

（９）当該会社の直近３年間の経営成績及び財務諸表 

決算期 平成 21年 12月期 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 

連結純資産 US$43,706,282 

（3,715 百万円） 

US$43,860,180 

（3,728 百万円） 

US$43,130,443 

（3,666 百万円） 

連結総資産 US$67,847,663 

（5,767 百万円） 

US$65,957,794 

（5,606 百万円） 

US$65,364,271 

（5,555 百万円） 

１株当たり連結純資産 US$218 

（18千円） 

US$219 

（18千円） 

US$215 

（18千円） 

連結売上高 US$145,609,910 

（12,376 百万円） 

US$140,775,054 

（11,965 百万円） 

US$135,517,143 

（11,518 百万円） 

連結営業利益 △US$2,298,937 

（△195百万円） 

US$421,632 

（35百万円） 

△US$1,358,314 

（△115百万円） 

連結経常利益 △US$2,257,092 

（△191百万円） 

US$320,146 

（27百万円） 

△US$1,400,929 

（△119百万円） 

連結当期純利益 △US$1,353,829 

（△115百万円） 

US$197,146 

（16百万円） 

△US$735,454 

（△62百万円） 

１株当たり連結当期純利益 △US$6 

（△0 千円） 

US$0 

（0千円） 

△US$3 

（△0 千円） 

１株当たり配当金 － － － 

（注）ＵＳ＄は、85円で換算しております。 

 



 

４．異動する子会社（YNJ, LLC）の概要 

（１）名称 YNJ, LLC 

（２）所在地 14 Scenic Drive, Dayton, New Jersey 08810 U.S.A 

（３）代表者の役職氏名 Bruce R. Bailey 

（４）事業の内容 不動産管理業（Mitsuwa Market Place ニュージャージー店不

動産管理会社） 

（５）資本金 US$2,906,740（2011 年 12月末現在）（247 百万円） 

（６）設立年月日 2000 年 3 月 10 日 

（７）大株主及び持株比率 Mitsuwa Corporation 100％ 

（８）上場会社と当該会社と 

の関係 

資本の関係 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。 

（９）当該会社の直近３年間の経営成績及び財務諸表 

決算期 平成 21年 12月期 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 

純資産 US$8,246,769 

（700 百万円） 

US$9,756,007 

（829 百万円） 

US$11,012,514 

（936 百万円） 

総資産 US$16,379,109 

（1,392 百万円） 

US$16,934,105 

（1,439 百万円） 

US$16,877,479 

（1,434 百万円） 

１株当たり純資産 － － － 

売上高 US$1,822,785 

（154 百万円） 

US$1,810,047 

（153 百万円） 

US$1,828,544 

（155 百万円） 

営業利益 US$1,185,221 

（100 百万円） 

US$1,212,060 

（103 百万円） 

US$1,268,506 

（107 百万円） 

経常利益 US$1,185,221 

（100 百万円） 

US$1,212,060 

（103 百万円） 

US$1,268,506 

（107 百万円） 

当期純利益 US$1,173,221 

（99百万円） 

US$1,200,060 

（102 百万円） 

US$1,256,506 

（106 百万円） 

１株当たり当期純利益 － － － 

１株当たり配当金 － － － 

（注）ＵＳ＄は、85円で換算しております。 

 

 



 

５．株式取得の相手先の概要 

（１）名称 Watanabe Family Trust 

（２）所在地 Torrance, California State, U.S.A. 

（３）上場会社と当該個人と 

の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・

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

該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

（注）Watanabe Family Trust は、アメリカ合衆国における個人信託です。 

 

（１）名称 Bruce R. Bailey 

（２）所在地 El Segundo, California State, U.S.A． 

（３）上場会社と当該個人と 

の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・

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

該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

（１）名称 野末 雅之 

（２）所在地 東京都中央区 

（３）上場会社と当該個人と 

の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・

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

該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

（１）名称 堀 一彦 

（２）所在地 Torrance, California State, U.S.A 

（３）上場会社と当該個人と 

の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・

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

該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

 

６．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    ― 

（２）取得株式数 Wanoba Group Inc.の発行済株式 1,000株 

（３）取得価格 Wanoba Group Inc.の株式 US$27,800,000（2,363 百万円） 

アドバイザリー費用等（概算額） 80百万円   

（４）異動後の所有株式数 1,000 株（100％） 

 

 

 

 



 

７．異動する子会社（エービス・グループ株式会社）の概要 

（１）名称 エービス・グループ株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区神田岩本町 4-12 

（３）代表者の役職氏名 髙松良幸 

（４）事業の内容 食品及び日用品輸出業 

（５）資本金 30,000 千円（2012 年 3 月末現在） 

（６）設立年月日 1998 年 4 月 17 日 

（７）大株主及び持株比率 野末雅之 65.2%、渡辺嘉也 25.0％、Bruce R. Bailey 9.8% 

（８）上場会社と当該会社と 

の関係 

資本の関係 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。 

（９）当該会社の直近３年間の経営成績及び財務諸表 

決算期 平成 21年３月期 平成 22年３月期 平成 23年３月期 

純資産 87,616 千円 84,664 千円 64,196 千円 

総資産 217,440 千円 168,759 千円 156,606 千円 

１株当たり純資産 146 千円 141 千円 106 千円 

売上高 1,490,545 千円 1,307,039 千円 1,012,502 千円 

営業利益 11,456 千円 △3,131 千円 △19,923 千円 

経常利益 10,148 千円 △3,167 千円 △19,673 千円 

当期純利益 14,798 千円 △2,952 千円 △20,468 千円 

１株当たり当期純利益 24 千円 △4 千円 △34 千円 

１株当たり配当金 － － － 

 

 

８．株式取得の相手先の概要 

（１）名称 野末 雅之 

（２）所在地 東京都中央区 

（３）上場会社と当該個人と 

の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・

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

該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 



 

（１）名称 渡辺 嘉也 

（２）所在地 東京都中央区 

（３）上場会社と当該個人と 

の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・

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

該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

（１）名称 Bruce R. Bailey 

（２）所在地 El Segundo, California State, U.S.A． 

（３）上場会社と当該個人と 

の関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・

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

該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

 

９．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    ― 

（２）取得株式数 エービス・グループ株式会社の発行済株式 600 株 

（３）取得価格 エービス・グループ株式会社の株式 US$1,000,000(85百万円) 

（４）異動後の所有株式数 600株（100％） 

 

 

１０．日程 

（１）取締役会決議 平成 24年 12月 17 日 

（２）株式引渡期日 平成 24年 12月 21 日 

 

 

１１．今後の見通し 

 本株式取得に伴う、当社の平成 25年３月期連結業績予想に与える影響は軽微であります。 

 

 

以上 


