
平成 27年 3 月吉日 

 

関係者各位 

ミツワ株式会社 

代表取締役 景山 秀敏 

 

グループ会社との合併契約締結に関するお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 さて、弊社は平成 27年 2月 6日開催の取締役会におきまして、平成 27年 4月 1日を効力発生

日とする、ホクト工業株式会社、ホクトプラ株式会社、中部日本ラミ株式会社、株式会社アー

ル・アンド・イーサンマルカ及びトミヤアパレル株式会社（総称して以下「グループ会社」と

いう）との合併（以下「本合併」といいます。）について決議し、合併契約書を締結し、また

平成 27 年 2 月 27 日の開催のグループ会社の株主総会においても承認されましたので、下記の

とおりご案内申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

１．組織再編の目的・概要について 

 

当社グループは、合成樹脂原料の販売・加工、プラスチック製品の製造を中核事業とし、ま

た繊維製品のＯＥＭ事業を行っています。 

今日まで積極的にＭ＆Ａに取り組み、業容を拡大させてまいりましたが、この度更なる営業

体制の強化と経営資源の最適配置を推し進め、さらにコスト削減と業務効率を上げ、経営の合

理化を図ることが最良との判断から、このたびグループ会社の統合を行う事により、今後想定

される合成樹脂、繊維製品事業において、さらなる競争激化に対応できる強固な経営基盤を確

立させ、本統合により各社で培ってまいりました情報・技術・経験を最大化しつつ更なる発展

に資するものと判断しました。 

以上から、当社及びグループ会社は、先般開催の取締役会において、今回の合併契約書の締

結を決議するに至りました。 

 

２. 合併の要旨 

 

(1) 日程 

平成 27年 2月 6日 取締役会決議、合併契約書の締結 

平成 27年 2月 13日 合併公告 

平成 27年 2月 27日 株主総会決議 

平成 27年 4月 1日予定 合併の効力発生 

 

(2)その他 

 合併方式、合併対価等については、平成27年1月に既にお送りさせて頂いております「 グル

ープ組織再編に関するお知らせ」と変更ございません。 



３．新会社概要 

 

  

  新会社概要 

(１) 商 号 

ミツワ株式会社    

  

(２) 所 在 地 

名古屋市中区錦一丁目１３番３１号 

 

(３) 事 業 内 容 
合成樹脂原料の製造・販売、プラスチック製品の販売、 

繊維製品事業 

(４) 資 本 金 1 億円 

(５） 設 立 年 月 日 1973年 7月 4日 

(６） 株 主 構 成 ミツワホールディングス株式会社 100% 

(７） 役 員 構 成 

代表取締役 

常務取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役(非) 

執行役員 

監査役 

景山 秀敏 

平田 香織 （財務管理本部 本部長） 

蝋山 勝  （生産本部 本部長） 

山本 俊文 （アパレル本部 本部長） 

鳥羽山 一雄（ホクト事業部 事業部長） 

益田 匠  （コーポレート本部 本部長） 

志水 隆之 （営業本部 本部長） 

早川 隆  （非常勤） 

遠藤 充  （経営企画部 部長） 

景山 笑子 

(８） 売 上 19,895百万円（平成 26年 3 月期 簡易連結） 

(９） 営 業 利 益    174百万円（平成 26年 3 月期 簡易連結） 

(10） 純 資 産  3,465百万円（平成 26年 3 月期 簡易連結） 

(11） 総 資 産  9,718百万円（平成 26年 3 月期 簡易連結） 

(12） 従 業 員 人 数    506名  （平成 26年 3 月 31日現在） 

 

 



４．組織図 

 

 

取締役会 代表取締役 常務取締役  

財務管理本部    

総務部  

経理部       

与信管理部    

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部  

経営企画部    

人事部     

営業本部       

本社営業部         

１Ｇ         

２Ｇ         

ラミＧ  

ミツワ上海       

東京支店        

１Ｇ         

ﾎｸﾄﾌﾟﾗＧ  

札幌営業所   大阪支店      

静岡支店      
ホクトＧ     

ﾎｸﾄﾌﾟﾗＧ     

繊維営業部              

１Ｇ                      

２Ｇ              

３Ｇ              

生産本部       

ホクト事業部    

豊田工場      

袋井工場      

成田工場       

ﾎｸﾄﾌﾟﾗ事業部 秋田工場     

中部日本ﾗﾐ 
事業部  

守山工場      

アパレル本部     

ﾄﾐﾔｱﾊﾟﾚﾙ  
事業部  

R&Eｻﾝﾏﾙｶ 
事業部  

監査役 



５．各拠点一覧 

 

事業所名(旧主要拠点) 住所 電話番号 

本社 

 
名古屋市中区錦 1-13-31 ﾐﾂﾜﾋﾞﾙ 7F 

TEL 052-202-1251 

FAX 052-202-1252 

営業本部 本社営業部 １Ｇ・２Ｇ 
名古屋市中区錦 1-13-31 ﾐﾂﾜﾋﾞﾙ 7F 

TEL 052-202-1253 

TEL 052-202-1299 

営業本部 東京支店 １Ｇ 

 

東京都中央区日本橋茅場町 2-13-13 共同ﾋﾞﾙ

（茅場町 2丁目）4F 

TEL 03-3662-3161 

FAX 03-3662-3162 

営業本部 東京支店 ホクトプラＧ 東京都中央区日本橋茅場町 2-13-13 共同ﾋﾞﾙ

（茅場町 2丁目）4F 

TEL 03-3662-3167 

FAX 03-3662-3168 

営業本部 札幌営業所 

 

札幌市中央区北三条西 3-1-44 ﾋｭｰﾘｯｸ札幌ﾋﾞﾙ

9F 

TEL 011-210-7641 

FAX 011-210-7641 

営業本部 大阪支店 

 

大阪市中央区北浜 4-7-28 住友ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ第 2

号館 6F 

TEL 06-6202-5270 

FAX 06-6202-5271 

営業本部 静岡支店 ホクトＧ 

 
静岡県磐田市東名 80 

TEL 0538-37-1881 

FAX 0538-37-9211 

営業本部 静岡支店 ホクトプラＧ 
静岡県袋井市新池 1107 

TEL 0538-30-6391 

FAX 0538-30-6392 

営業本部 繊維営業部 １Ｇ・２Ｇ 
名古屋市中区錦 1-13-31 ﾐﾂﾜﾋﾞﾙ 7F 

TEL 052-202-1254 

FAX 052-202-1229 

営業本部 繊維営業部 ３Ｇ 東京都中央区日本橋茅場町 2-13-13 共同ﾋﾞﾙ

（茅場町 2丁目）4F 

TEL 03-3662-2483 

FAX 03-3662-2484 

ホクト事業部 豊田工場 

(旧ホクト工業㈱本社・豊田工場) 
静岡県磐田市東名 80 

TEL 0538-32-1221 

FAX 0538-37-9211 

ホクト事業部 袋井工場 

(旧ホクト工業㈱袋井工場） 
静岡県袋井市新池 1107 

TEL 0538-30-6868 

FAX 0538-30-6777 

ホクト事業部 成田工場 

(旧ホクト工業㈱成田工場） 
千葉県富里市美沢 6-14 

TEL 0476-90-2821 

FAX 0476-90-2826 

ホクトプラ事業部 秋田工場 

(旧ホクトプラ㈱本社・工場） 
秋田県大仙市土川刈布沢 24-39 

TEL 0187-75-2772 

FAX 0187-75-2771 

中部日本ラミ事業部 守山工場 

(旧中部日本ラミ㈱工場） 
名古屋市守山区新守山 2010 

TEL 052-793-8002 

FAX 052-791-1545 

トミヤアパレル事業部 本社営業部 

(旧トミヤアパレル㈱本社) 
名古屋市中区錦 1-13-31 ﾐﾂﾜﾋﾞﾙ 7F 

TEL 052-202-1151 

FAX 052-202-1152 

トミヤアパレル事業部 東京営業部 

(旧トミヤアパレル㈱東京支店) 

東京都中央区日本橋茅場町 2-13-13 共同ﾋﾞﾙ

（茅場町 2丁目）4F 

TEL 03-3662-2481 

FAX 03-3662-2482 

トミヤアパレル事業部 大阪営業部 

(旧トミヤアパレル㈱大阪支店) 

大阪市中央区北浜 4-7-28 住友ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ第 2

号館 6F 

TEL 06-6202-7757 

FAX 06-6202-7758 

トミヤアパレル事業部 商品センター 

(旧トミヤアパレル㈱商品センター) 
静岡県袋井市新池 1107 

TEL 0538-44-2311 

FAX 0538-44-2378 

R&Eサンマルカ事業部 

(旧㈱ｱｰﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｲｰｻﾝﾏﾙｶ) 
名古屋市中区大須 3-5-30 

TEL 052-261-4671 

FAX 052-261-1730 

 



６．今後のご対応について  

 

(1) 合併期日(4/1)から4月中旬まで 

 ・当社への送付物について、送付先住所や部署名・担当者名は現状のままとして会社名を「ミ

ツワ㈱」として頂ければと存じます。 

 ・お支払先となる口座番号や口座名義についても、現状のままをお使い下さい。 

 

(2)4月中旬以降 

 ・改めて、お支払先の口座番号や口座名義および部署名について、ご案内させて頂きます。 

 ・当該ご案内状をお受け次第、順次、ご変更頂ければ幸甚です。 

 

以 上 

 

 

本件に関するお問い合わせ： 

ミツワホールディングス株式会社 

管理部 平田香織 

TEL：052-202-7110 

 

ミツワ株式会社 

管理本部 平田香織 

TEL：052-202-1251 


