
様式第三

認定事業再構築計画の内容の公表

１ 認定した年月日 平成20年８月18日

２ 認定事業者名 東洋漁業株式会社、兼井物産株式会社、金子産業株式会社

３ 認定事業再構築計画の目標

(1) 事業再構築に係る事業の目標

東洋漁業株式会社(以下、東洋漁業(株))、兼井物産株式会社(以下、兼井物

産(株))、金子産業株式会社(以下、金子産業(株))は、漁撈、魚類養殖、食品

加工、真珠養殖・卸・小売、冷凍冷蔵倉庫、ホテル事業を営む企業群からなる

グループ(以下、マルゲングループ)の中核企業で、漁撈、食品加工、魚類養殖

事業を行っている。

直近では漁獲・魚相場が好調に推移しているが、各社ともこれまで長らく続

いた漁獲・魚相場の低迷、工場や船舶への大規模投資等により財務体質が悪化

しており、非常に厳しい経営環境にある。

東洋漁業(株)は 日本近海でまき網漁を営む国内まき網事業(同社売上の約62、

％、平成19年度)と、魚の凍結・入出庫・保管及び原魚の仕入・販売を営む冷

凍冷蔵事業(同社売上の約36％、平成19年度)を中心に行っている。

近年の魚相場低迷、漁獲不漁、燃料価格高騰などの影響を受け、業績が悪化

傾向にあったが、直近の平成17,18,19年度では、欧州や中国を中心とした魚需

要の急増を受けて魚相場が上昇傾向にあり、業績は好調に推移している。

ただし、平成16年度までの収益の低迷、新船購入のための大型投資、不動産

投資の失敗などにより財政は悪化しており、近年の業績が好調であっても、悪

化した財務状況を回復するまでには至らず、厳しい経営環境となっている。

兼井物産(株)は、東洋漁業(株)の100％子会社で、海外の南太平洋沖やイン

ド洋沖でまき網漁を営む海外まき網事業を行っている。

インド洋沖の水産資源減少による漁獲減少、燃料価格高騰を受け、業績が悪

化傾向にあったが、平成16年度以降、魚場を水産資源豊富な太平洋沖に集中し

たことで漁獲量が増加し、更に直近の魚相場の上昇傾向を受け、平成17,18,19

年度の業績は好調に推移している。

ただし、東洋漁業(株)と同様に、これまでの収益の低迷、新船購入のための

大型投資などにより財政は悪化しており、近年の業績が好調であっても、悪化

した財務状況を回復するまでには至らず、厳しい経営環境となっている。

金子産業(株)は、東洋漁業(株)の関連会社で、刺身、冷凍食品、加工食品の

製造を営む食品事業(同社売上の約47％、平成19年度)と、主にマグロ、トラフ

グ、ヒラマサの養殖を営む養殖事業(同社売上の約15％、平成19年度)等を行っ

ている。

食品事業は安定顧客からの継続需要により業績は安定している。

養殖事業は平成16年度に、利幅の薄いマダイ、ハマチといった魚種から、利

幅の高いマグロ、トラフグ、ヒラマサに魚種を転換したことで、収益力が高い



事業へと転換してきている。

しかし、財務面においては、過去の海外真珠事業(既に撤退)での失敗や、飼

料工場及び食品工場への大規模な設備投資等により財務状況が悪化しており、

上記2社と同じく、厳しい経営環境にある。

、 、上記のような各社の厳しい経営環境を打開すべく 一層の事業収益力の強化

財務体質の改善を図り、グループ再編を行うことを計画している。

当該再編の概要は以下のとおりである。

東洋漁業(株)では、経営資源を国内まき網事業に集中させ、現在の好況な魚

相場の中で収益力の向上を図る。

なお、冷凍冷蔵事業は、東洋漁業(株)よりも、金子産業(株)の方が事業の連

関性が高いこと及び東洋漁業(株)の経営資源の選択と集中の観点から、金子産

業(株)へ移管する。

同様の観点から、金子産業(株)では、食品事業、養殖事業及び東洋漁業(株)

から承継する冷凍冷蔵事業に経営資源を集中させ、事業から創出されるキャッ

シュフローの最大化を図る。

また、抜本的な財務改革を図るべく、株式会社親和銀行(以下、(株)親和銀

行)及び株式会社福岡キャピタルパートナーズ(以下、(株)福岡キャピタルパー

トナーズ)に金融支援を受ける予定となっている。

財務体質の抜本的改善を図り、各社の中核的事業に充分な経営資源を投下で

きる体制を構築していくことを目指している。

さらに 東洋漁業(株) 兼井物産(株) 金子産業(株)をホールディング化(以、 、 、

下、HD化)することで、グループ各社間の資本関係の整理及びグループ全体の

経営資源の最適配分を図る。

以上の方策により、生産性の向上、財務の健全化を実現し、企業価値の更な

る向上を目指すものである。

(2) 生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標

計画開始時期は平成20年8月とし、計画終了時期は平成23年3月とする。

したがって本計画の基準年度は、平成19年度(平成20年3月期)と平成22年度

(平成23年3月期)となる。

東洋漁業(株)では、生産性の向上として、平成22年度には平成19年度に比べ

て、有形固定資産回転率を22.7%向上させることを目標とする。

また、財務内容の健全性として、平成23年3月には有利子負債はキャッシュ

フローの3.8倍とすることとしており、平成22年度の経常収入は経常支出を上

回る(経常収支比率は120.1％)予定となっている。

兼井物産(株)では、生産性の向上として、平成22年度には平成19年度に比べ

て、有形固定資産回転率を68.6%向上させることを目標とする。

また、財務内容の健全性として、平成23年3月には有利子負債はキャッシュ

フローの3.0倍とすることとしており、平成22年度の経常収入は経常支出を上

回る(経常収支比率は130.0％)予定となっている。



金子産業(株)では、生産性の向上として、平成22年度には、自己資本当期利

益率(ROE)を281.7%まで改善させること(平成19年度は純資産がマイナスであり

自己資本当期利益率(ROE)が算出できない)を目標とする。

また、財務内容の健全性として、平成23年3月には有利子負債はキャッシュ

フローの5.4倍とすることとしており、平成22年度の経常収入は経常支出を上

回る(経常収支比率は104.6％)予定となっている。

４ 認定事業再構築計画の内容

(1) 事業再構築に係る事業の内容

①中核的事業

・まき網事業

・食品事業

②選定理由

・まき網事業

マルゲングループは、長崎県生月地区での漁撈事業に端を発しており、

その後、漁撈の周辺事業である養殖、食品加工等まで拡大し、現在のグル

ープの形となった。

まき網事業を行っている東洋漁業(株)と兼井物産(株)では、ともにまき

網事業が収益の大半又は全部を占めている(東洋漁業(株)では国内まき網

事業が全体の売上の約62％(平成19年度)、営業利益の約97％(同年度)、兼

井物産(株)では海外まき網事業を単一事業として取り組んでいる)。

両社とも、更に今後も一層まき網事業に注力し、グループ全体の収益の

、 。柱として発展させていくことを目指しており 中核的事業であるといえる

・食品事業

食品事業は、これまでも常に安定した収益を計上しており、現在の金子

産業(株)の売上の約半分(約47％、平成19年度)、営業利益の約29％(同年

度)を占める中心事業となっている。

金子産業(株)では、今後も食品事業を一層強化していく計画であり、中

核的事業といえる。

③事業再構築に係る事業の内容

今後のマルゲングループでは、中核事業のみに集中特化してグループ経営

を推し進めることで、収益力の最大化を図る。

そのために、以下のような組織再編を行う計画となっている。

東洋漁業(株)では、冷凍冷蔵事業を会社分割(分社型吸収分割)し、金子産

業(株)へ承継させることで、国内まき網事業への経営資源の集中を図る。

金子産業(株)では、事業の選択と集中の観点から、食品事業、養殖事業及

び東洋漁業(株)から承継する冷凍冷蔵事業に経営資源を集中させる。



また、各社の間で複雑に入り組んでいる資本構造を是正し、グループ全体

で経営資源の有効活用を図るべく、金子産業(株)、東洋漁業(株)、兼井物産

(株)をHD化することを計画している。

具体的には、(株)福岡キャピタルパートナーズにより設立する新会社(株

式会社オーシャン金子ホールディングス(以下、(株)オーシャン金子ホール

ディングス))が、現金交付型株式交換により金子産業(株)、東洋漁業(株)、

兼井物産(株)の全株式を取得し、当該3社を傘下に治めるスキームで進めて

いくことを計画している。

さらに、新組織体制において各事業に充分な経営資源を投下できる財務体

制を構築していくために、(株)親和銀行から金融支援(デット・エクイティ

・スワップ(債権の現物出資)、債権放棄)と、(株)福岡キャピタルパートナ

ーズからの出資を受け、資本の増強を図る。

また、上記の増資に先立ち、金子産業(株)の資本金90百万円、資本準備金

10百万円、東洋漁業(株)の資本金90百万円、兼井物産(株)の資本金80百万円

を減少させる。

なお、これに伴い、一般に公正妥当な会計処理に従って仮決算を行う。

(事業の構造の変更：株式交換、会社分割、事業譲渡)

○(株)オーシャン金子ホールディングスによる現金交付型株式交換

(株)福岡キャピタルパートナーズにより設立される(株)オーシャン金子ホー

ルディングスは、東洋漁業(株)、兼井物産(株)、金子産業(株)との間で、(株)

、 、 、オーシャン金子ホールディングスを完全親会社 東洋漁業(株) 兼井物産(株)

金子産業(株)を完全子会社とする現金交付型株式交換を行う。

東洋漁業(株)、兼井物産(株)、金子産業(株)の株主には、株式交換時に新株

の代わりに金銭が交付される。

株式交換対価は、東洋漁業(株)、兼井物産(株)、金子産業(株)、各社の全株

式につき金１円として交付する。

なお、当該株式交換においては、各社全株主の合意を得ており、実施予定日

は、平成20年9月1日を計画している。

〈完全親会社〉

名称：(株)オーシャン金子ホールディングス

住所：長崎市大黒町14番5号

代表者の氏名：代表取締役 金子 岩久

資本金：1百万円

〈完全子会社〉

１

名称：東洋漁業(株)

住所：長崎市鳴滝二丁目7番18号



代表者の氏名：代表取締役 岡田 秀美

資本金：90百万円

２

名称：兼井物産(株)

住所：長崎市大黒町14番5号

代表者の氏名：代表取締役 岡田 秀美

資本金：80百万円

３

名称：金子産業(株)

住所：長崎市鳴滝二丁目7番18号

代表者の氏名：代表取締役 髙月 守

資本金：90百万円

○冷凍冷蔵事業の分社化(分社型吸収分割)

東洋漁業(株)は、冷凍冷蔵事業を金子産業(株)に吸収分割することを計画し

ている。

〈分割会社〉

名称：東洋漁業(株)

住所：長崎市鳴滝二丁目7番18号

代表者の氏名：代表取締役 岡田 秀美

資本金：90百万円

〈承継会社〉

名称：金子産業(株)

住所：長崎市鳴滝二丁目7番18号

代表者の氏名：代表取締役 髙月 守

分割前の資本金：90百万円

分割後の資本金：90百万円

発行する株式を引き受ける者：東洋漁業(株)

分割予定日：平成20年10月1日(予定)

(事業の構造の変更：債権放棄による金融支援、減資、増資)

東洋漁業(株)は、(株)親和銀行による債権放棄及び50百万円のデット・エクイ

ティ・スワップ(債権の現物出資)並びに(株)福岡キャピタルパートナーズ又は

(株)オーシャン金子ホールディングスから25百万円の追加増資による金融支援を

受ける。

兼井物産(株)は、(株)親和銀行による債権放棄及び50百万円のデット・エクイ

ティ・スワップ(債権の現物出資)並びに(株)福岡キャピタルパートナーズ又は

(株)オーシャン金子ホールディングスから25百万円の追加増資による金融支援を

受ける。

金子産業(株)は、(株)親和銀行による債権放棄及び500百万円のデット・エク



イティ・スワップ(債権の現物出資)並びに(株)福岡キャピタルパートナーズ又は

(株)オーシャン金子ホールディングスから100百万円の追加増資による金融支援

を受ける。

また、上記の増資に先立ち、東洋漁業(株)の資本金90百万円並びに兼井物産

(株)の資本金80百万円並びに金子産業(株)の資本金90百万円及び資本準備金10百

万円を減少させる。

これに伴い、一般に公正妥当な会計処理に従って仮決算を行う。

〈東洋漁業(株)〉

【債権放棄のスケジュール】

債権放棄合意日：平成20年7月11日(予定)

仮決算基準日：平成20年7月31日(予定)

財産目録等の仮決算書類の提出予定日：平成20年10月31日(予定)

債権放棄予定日：平成20年9月30日(予定)

【減資、増資のスケジュール】

減資の取締役会決議日：平成20年8月22日(予定)

資本金等の減少額：資本金90百万円

増資額：75百万円(うち38百万円を資本金へ組み入れ)

増資前の資本金 ：0百万円(90百万円の減資実施後)

増資後の資本金 ：38百万円

増資の方法：(株)親和銀行によるデット・エクイティ・スワップ(債権の現

物出資)50百万円

(株)福岡キャピタルパートナーズ又は(株)オーシャン金子ホー

ルディングスに対する第三者割当増資25百万円

減資・増資の実施日：平成20年9月30日(予定)

〈兼井物産(株)〉

【債権放棄のスケジュール】

債権放棄合意日：平成20年7月11日(予定)

仮決算基準日：平成20年7月31日(予定)

財産目録等の仮決算書類の提出予定日：平成20年10月31日(予定)

債権放棄予定日：平成20年9月30日(予定)

【減資、増資のスケジュール】

減資の取締役会決議日：平成20年8月22日(予定)

資本金等の減少額：資本金80百万円

増資額：75百万円(うち38百万円を資本金へ組み入れ)

増資前の資本金 ：0百万円(90百万円の減資実施後)

増資後の資本金 ：38百万円



増資の方法：(株)親和銀行によるデット・エクイティ・スワップ(債権の現

物出資)50百万円

(株)福岡キャピタルパートナーズ又は(株)オーシャン金子ホー

ルディングスに対する第三者割当増資25百万円

減資・増資の実施日：平成20年9月30日(予定)

〈金子産業(株)〉

【債権放棄のスケジュール】

債権放棄合意日：平成20年7月11日(予定)

仮決算基準日：平成20年7月31日(予定)

財産目録等の仮決算書類の提出予定日：平成20年10月31日(予定)

債権放棄予定日：平成20年9月30日(予定)

【減資、増資のスケジュール】

減資の取締役会決議日：平成20年8月22日(予定)

資本金等の減少額：資本金90百万円、資本準備金10百万円

増資額：600百万円(うち300百万円を資本金へ組み入れ)

増資前の資本金 ：0百万円(90百万円の減資実施後)

増資後の資本金 ：300百万円

増資の方法：(株)親和銀行によるデット・エクイティ・スワップ(債権の現

物出資)500百万円

(株)福岡キャピタルパートナーズ又は(株)オーシャン金子ホー

ルディングスに対する第三者割当増資100百万円

減資・増資の実施日：平成20年9月30日(予定)

(事業革新)

・まき網事業

東洋漁業(株)及び兼井物産(株)は、今後、特に相場の上昇が著しいマグロに

ついて、マグロ畜養事業を開始することを計画している。

大漁時と薄漁時では魚単価に大きな開きがあるマグロ漁において、大漁時に

漁獲したマグロを、一時的に畜養し、マグロの供給量が落ちる冬場に出荷する

ことで、漁獲マグロの付加価値増大を図り、売上・利益の向上を狙う。

まずは、東洋漁業(株)で漁獲している日本海の本マグロから事業を開始し、

順次、兼井物産(株)が漁獲する太平洋沖のキハダマグロにまで事業の範囲を広

げていくことを計画している。

本事業の推進により、平成22年度には当該事業の売上高を東洋漁業(株)と兼

井物産(株)の売上合計額の1.3％以上とすることを目標とする。

・食品事業

、 、 。今後 食品事業では マグロ加工・販売事業を開始することを計画している



現在、マグロの加工(ロイン、ブロック、柵などへの加工)は天然物を中心に

集荷力の高い消費地市場(築地市場など)で行われており、産地ではエラ腹抜き

程度の処理をするに留まっている。

一方で、マグロ消費者(取引先企業)のニーズとしては、産地におけるマグロ

の加工について要望が高まっている。

そこで金子産業(株)食品事業部ではこれまで培った食品加工のノウハウを活

かし、これまでエラ腹抜きの処理レベルに留まっていたマグロの加工を、ロイ

ン、ブロック、柵レベルまで加工していく新サービスを計画している。

本事業の推進により、平成22年度には当該事業の売上高を金子産業(株)の全

売上高の1.8％以上とすることを目標とする。

(2) 事業再構築を行う場所の住所

長崎市大黒町九番二二号大久保大黒町ビル本館六階

東洋漁業株式会社 長崎事務所

平戸市生月町舘浦三八番地

東洋漁業株式会社 生月事務所

東京都中央区豊海町四番一八号東京水産ビル六階

兼井物産株式会社 東京事務所

長崎市大黒町九番二二号大久保大黒町ビル本館六階

兼井物産株式会社 長崎事務所

佐賀県唐津市中瀬通一番地八

金子産業株式会社 本社

佐賀県唐津市中瀬通一番地二一

金子産業株式会社 食品第一工場

佐賀県唐津市中瀬通一番地八

金子産業株式会社 食品第二工場

佐賀県唐津市中瀬通一番地九

東洋漁業株式会社 第一冷蔵庫、第二冷蔵庫

長崎県北松浦郡鹿町町長串免四〇三番地三一

金子産業株式会社 黒島事業所

長崎県壱岐市石田町池田東触八七七番地一三



金子産業株式会社 石田事業所

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦四〇五番地一二

金子産業株式会社 郷ノ浦事業所

長崎県津島市美対馬町尾崎一一九番地一

金子産業株式会社 尾崎事業所

長崎県五島市奥浦町一八五三番地二

金子産業株式会社 奥浦事業所

長崎県松浦市鷹島町神崎免下谷五六八番地二

金子産業株式会社 鷹島栽培センター

(3) 関係事業者

該当なし

(4) 事業再構築を実施するための措置の内容

別表のとおり

(5) 事業再構築の実施時期

事業再構築の開始時期及び終了時期

開始時期：平成20年８月

終了時期：平成23年３月

(6) 事業再構築に伴う労務に関する事項

①事業再構築の開始時期の従業員数(平成20年3月末時点)

東洋漁業(株) 210名

兼井物産(株) 49名

金子産業(株) 276名

計 535名

②事業再構築の終了時期の従業員数(平成23年3月末時点)

東洋漁業(株) 187名

兼井物産(株) 49名

金子産業(株) 291名

計 527名

③事業再構築に充てる予定の従業員数

東洋漁業(株) 228名



兼井物産(株) 49名

金子産業(株) 333名

計 610名

③中、新規に採用される従業員数

東洋漁業(株) 18名

兼井物産(株) 0名

金子産業(株) 28名

計 46名

④事業再構築に伴い出向又は解雇される従業員数

東洋漁業(株)

出向予定人員数 0名

転籍予定人員数 22名

解雇予定人員数 0名

兼井物産(株)

出向予定人員数 0名

転籍予定人員数 0名

解雇予定人員数 0名

金子産業(株)

出向予定人員数 0名

転籍予定人員数 41名

解雇予定人員数 0名

(7) その他

該当なし。



別表１

事業再構築の措置の内容

措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置

事業の構造の変更

株式交換による中核 ①完全親会社

的事業の開始、拡大 名称：(株)オーシャン金子ホールディン

又は能率の向上 グス

(HD体制の構築) 住所：長崎市大黒町14番5号

代表者の氏名：代表取締役 金子 岩久

資本金：1百万円

株式交換による資本金の増加はない。

②完全子会社

・東洋漁業(株)

名称：東洋漁業株式会社

住所：長崎県長崎市鳴滝二丁目7番18号

代表者氏名：代表取締役 岡田 秀美

資本金：90百万円

・兼井物産(株)

名称：兼井物産株式会社

住所：長崎県長崎市大黒町14番5号

代表者氏名：代表取締役 岡田 秀美

資本金：80百万円

・金子産業(株)

名称：金子産業株式会社

住所：長崎県長崎市鳴滝二丁目7番18号

代表者氏名：代表取締役 髙月 守

資本金：90百万円

③株式交換の類型

完全子会社となる各会社の全株式につ

き、現金交付による株式交換

④株式交換予定日：平成20年9月1日

資本の相当程度の増 ・東洋漁業(株)における減資・増資 租税特別措置法第

加による中核的事業 (減資) 8 0条第 1項第1号

の開始、拡大又は能 ①減資前の資本金：90百万円 (認定事業再構築

率の向上 ②資本金の減少額：90百万円 計画等に基づき行

③減資後の資本金：0円 う登記の税率の軽

(増資) 減)

①増加前資本金：0円(減資後の資本金)

②増加する資本金：38百万円(資本準備金



37百万円)

③増資の方法：株式会社親和銀行によるデ

ット・エクイティ・スワップ(債権の現

物出資)50百万円、株式会社福岡キャピ

タルパートナーズ又は株式会社オーシャ

ン金子ホールディングスに対する第三者

割当増資25百万円

減資・増資の実施時期：平成20年9月30

日(予定)

・兼井物産(株)における減資・増資

(減資)

①減資前の資本金：80百万円

②資本金の減少額：80百万円

③減資後の資本金：0円

(増資)

①増加前資本金：0円(減資後の資本金)

②増加する資本金：38百万円(資本準備金

37百万円)

③増資の方法：株式会社親和銀行によるデ

ット・エクイティ・スワップ(債権の現

物出資)50百万円、株式会社福岡キャピ

タルパートナーズ又は株式会社オーシャ

ン金子ホールディングスに対する第三者

割当増資25百万円

減資・増資の実施時期：成20年9月30日

(予定)

・金子産業(株)における減資・増資

(減資)

①減資前の資本金：90百万円

②資本金の減少額：90百万円

③減資後の資本金：0円

(増資)

①増加前資本金：0円(減資後の資本金)

②増加する資本金：300百万円(資本準備金

300百万円)

③増資の方法：株式会社親和銀行によるデ

ット・エクイティ・スワップ(債権の現

物出資)500百万円、株式会社福岡キャピ



タルパートナーズ又は株式会社オーシャ

ン金子ホールディングスに対する第三者

割当増資100百万円

減資・増資の実施時期：成20年9月30日

(予定)

会社の分割による中 ①分割会社 租税特別措置法第

核的事業の開始、拡 名称：東洋漁業株式会社 8 0条第 1項第3号

大又は能率の向上 住所：長崎県長崎市鳴滝二丁目7番18号 (認定事業再構築

(東洋漁業(株)冷凍 代表者氏名：代表取締役 岡田 秀美 計画等に基づき行

冷蔵事業の金子産業 資本金：38百万円(予定) う登記の税率の軽

(株)への移管) ②承継会社 減)

名称：金子産業株式会社

住所：長崎県長崎市鳴滝二丁目7番18号 租税特別措置法第

代表者氏名：代表取締役 髙月 守 81条第9項(会社分

分割前の資本金：300百万円(予定) 割に伴う不動産の

分割後の資本金：300百万円(予定) 所有権の移転登記

③発行する株式を引き受ける者：東洋漁業 等の税率の軽減)

株式会社

④分割予定日：平成20年10月1日

事業革新

第2条第2項第2号イ ・まき網事業

東洋漁業(株)、兼井物産(株)が漁獲し

た天然本マグロ、キハダマグロを短期的

に蓄養(身質を改善)したものの販売を開

始し、平成23年度には当該新商品の売上

高を東洋漁業(株)と兼井物産(株)の合計

売上高の1.3％以上とすることを目標と

する。

・食品事業

マグロのロイン、ブロック、柵等の加

工、販売を開始し、平成23年度には当該

新商品の売上高を金子産業(株)の全売上

。高の1.8％以上とすることを目標とする


