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株式会社コダマ及び有限会社アンジェリーナの株式取得に関するお知らせ
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、この度、株式会
社コダマ（本社：東京都大田区、社長：小玉勝巳、以下「コダマ」）及び有限会社アンジェリー
ナ（本社：東京都大田区、取締役：小玉滋子、以下「アンジェリーナ」）の株式を取得しました
のでお知らせ致します。
記
1. 目的
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。
コダマは、3 ヶ所の製造工場を有し、ハム・デリカテッセンに加え、焼き菓子・パン等の食品
製造事業、日本では手に入りにくい生ハムやワイン、有機食材等に特化した輸入貿易事業のほか、
主に自社製品を扱う小売店やレストランを 16 店舗運営しております。
「手造り」
「多品種・小ロ
ット」「高品質」により他社との差別化を図り、独自性のある商品をお届けしております。
また、アンジェリーナは、厳選した良質なチーズの加工・卸売を行う食料事業を展開しており
ます。
この度、コダマ及びアンジェリーナの株式を取得し、カメイグループに迎え入れることにより、
食料事業（主に食肉）の製造から卸売・小売までを自社で完結でき、当社グループの食料事業及
び貿易事業の強化拡大が図れるものと考えております。
2. 当社が取得した株式数
株式会社コダマ：2,561 株（議決権保有割合：100％）
有限会社アンジェリーナ：60 株（議決権保有割合：100%）
3. 株式会社コダマの概要
(1) 所在地

東京都大田区京浜島一丁目 3 番 9 号

(2) 代表者

小玉

(3) 設立年月日

昭和 37 年 5 月 8 日

(4) 事業の内容

食品輸入・製造・販売・小売業

(5) 決算期

8月

勝巳

(6) 資本の額

99,775 千円（平成 29 年 5 月末現在）

(7) 発行済株式総数

2,937 株（平成 29 年 5 月末現在）

(8) 従業員数

585 名（平成 29 年 1 月末現在）（子会社 1 社含む）

(9) 売上高

8,005 百万円（平成 28 年 8 月期）

4. 有限会社アンジェリーナの概要
(1) 所在地

東京都大田区京浜島一丁目 3 番 9 号

(2) 代表者

小玉

(3) 設立年月日

平成 11 年 10 月 8 日

(4) 事業の内容

食品製造・販売業

(5) 決算期

6月

(6) 資本の額

3,000 千円（平成 29 年 5 月末現在）

(7) 発行済株式総数

60 株（平成 29 年 5 月末現在）

(8) 従業員数

10 名（平成 28 年 12 月末現在）

(9) 売上高

645 百万円（平成 28 年 6 月期）

滋子

ご参考（カメイグループ食料関連子会社及び貿易関連子会社並びに海外子会社）
【食料関連子会社】
①株式会社樋口米穀
住所：埼玉県鴻巣市常光167
●昭和30年の創業以来、良質かつ時代のニーズにあった米の安定供給体制を築き上げ、埼
玉県鴻巣市に自動残粒排出装置付き精米機（玄米量日最大処理量60トン）の最新鋭設備を有
し、少ロット、トレーサビリティーに完全対応しております。
【貿易関連子会社】
②三興メイビス株式会社
住所：東京都新宿区左門町20－7
●水産物、機械資材等の輸出入を手掛ける貿易商社です。ロシア、中国、シンガポール、タ
イ、ベトナムの5カ国に9事業所を構え、東部ユーラシアを主事業地域に活動している貿易商社
です。ロシアより水産物（カニ、エビ、サケ等）を輸入し、中国、ベトナムへベアリングを、
シンガポール、マレーシアへタイヤを輸出するなど、地域企業と密接した事業展開を図ってお
ります。
③カメイ・プロアクト株式会社
住所：東京都港区虎ノ門３丁目18－19 虎ノ門マリンビル5階
●ヨーロッパ生まれのカジュアルシューズ「PATRICK」、ブラジル生まれのサッカーブラン
ド「TOPPER」などのほか、「Thermo mug」や「COOL GEAR」等の生活を豊かにするブラ
ンドを通し、生活をファッショナブルにする商品をお届けしています。
④ウイングエース株式会社
住所：東京都港区虎ノ門３丁目18－19 虎ノ門マリンビル5階
●ピクルス、ドレッシング、調味料、パスタなどの加工食品やチョコレートなどのお菓子をヨ
ーロッパ、アメリカなど世界中のメーカーから輸入し、販売しております。ドイツのピクルス
メーカー、キューネ社の日本総代理店でもあります。
⑤株式会社池光エンタープライズ
住所：東京都港区虎ノ門３丁目18－19 虎ノ門マリンビル5階
●タイの代表的なラガービール「SINGHA BEER」をはじめ、東南アジアはもとよりヨー
ロッパや中南米にいたるまで、世界中から幅広い銘柄のビールやワインを独自に輸入し国内で
販売している、酒類専門商社です。

⑥株式会社ヴィントナーズ
住所：東京都港区虎ノ門３丁目18－19 虎ノ門マリンビル5階
●フランス、イタリア、スペインを中心に厳選したハイクオリティーなワインを取扱うブラン
ドワインインポーターです。
⑦アグリ株式会社
住所：神奈川県横浜市中区尾上町６丁目86-1
●世界中の多数のワイナリーと直接仕入れルートを確立し、高品質でリーズナブルなワインを
取扱うワインインポーターです。
⑧サンプラザ株式会社
住所：東京都港区虎ノ門３丁目18－19 虎ノ門マリンビル5階
●ゴルフ用品の企画・製造を手掛けております。中華人民共和国山東省青島市に製造工場を保
有し、ゴルフバックの一貫生産を行っております。
⑨KCセントラル貿易株式会社
住所：東京都中央区入船３丁目7-2 KDX銀座イーストビル2階
●日本からアメリカ、東南アジア、オーストラリア、ヨーロッパなど世界各国に日本食材を輸
出しております。
⑩サンエイト貿易株式会社
住所：東京都港区南青山１丁目1-1新青山ビル西館22階
●フランスのヴァローナ社をはじめ、ヨーロッパを中心とした世界中の高級チョコレート等の
製菓原材料を取り扱っている専門商社です。
【海外子会社】
⑪Mitsuwa Corporation
住所：1815 W. 213th Street, Suite 235 Torrance, CA, USA 90501
●アメリカにて“Mitsuwa Marketplace”を運営しております。“Mitsuwa Marketplace”は
カリフォルニア州に7店舗、イリノイ州に1店舗、ニュージャージー州に1店舗を展開して
いるアメリカ最大級の日系スーパーマーケットチェーンです。本年新たに、テキサス州に
1店舗、ハワイ州に1店舗開店し、全米11店舗体制となっております。
⑫Santouka Kamei Canada Foods Ltd.
住所：1690 Robson Street, Vancouver, BC, Canada
●平成22年2月にカナダ・バンクーバーにて「らーめん山頭火」ロブソンストリート店を
開業。現在はバンクーバーにて2店舗、トロントにて1店舗運営しております。直営店運営
の他、カナダ国内のフランチャイザーとしてFC展開も視野にいれ活動しております。

⑬Central Boeki U.S.A., Ltd.
住所：55-30 46th St., Maspeth, NY, USA 11378
●アメリカ・ニューヨーク州において日本食材・食品の輸入業、卸売業を行っておりま
す。常温、冷凍、冷蔵倉庫を所有し日本からの常温、冷凍・冷蔵の日本食品をはじめ、現
地の青果物などを主にニューヨークのスーパーマーケットや日本料理店に販売しておりま
す。
⑭Katagiri & Co., Inc.
住所：224 E. 59th St., New York, NY, USA 10022
●アメリカ・ニューヨーク州マンハッタン島のミッドタウンで日本食品を販売する小売店
です。全米の日本食品小売店では最も古い歴史を持ち、日本食品を求めるニューヨーク市
民から広く親しまれている店舗となっております。本年5月新たにニューヨーク市グラン
ドセントラル駅付近にグランドセントラル店を開店致しました。
⑮Central Boeki Calif., Ltd.
住所：19801 Rancho Way, Suite A, Rancho Dominguez, CA, USA 90220
●アメリカ・カリフォルニア州において日本食材・食品の輸入業、卸売業を行っていま
す。常温、冷凍、冷蔵倉庫を所有し日本からの常温、冷凍・冷蔵の日本食品をはじめ、現
地の青果物などを主にスーパーマーケットに販売しております。
⑯Kamei Singapore Pte. Ltd.
住所：138 Robinson Road, #14-03 The Corporate Office, Singapore
●アジア・オセアニア地域での船舶燃料の販売を中心に、石油製品の輸出入窓口として営業し
ております。また、加工食品の三国間貿易や加工牛タンの現地飲食店への販売、現地進出の各
種サポート業務も行っております。
⑰Imei (Exim) Pte. Ltd.
住所：No.3, Kaki Bukit Road 2, #01-04, Eunos Warehouse Complex, Singapore
●日本より常温、冷凍・冷蔵の各種食材・食品を輸入し、シンガポール国内のスーパーマ
ーケット、レストラン等に販売する他、シンガポールより他の東南アジア諸国へ日本食品
の輸出も行っております。
⑱Santouka Kamei Singapore Pte. Ltd.
住所：6 Eu Tong Sen Street, #02-76 The Central, Singapore
●平成20年1月にセントラル店、平成22年4月にオーチャードカッページ店を開業。
シンガポールにて「らーめん山頭火」を2店舗運営しております。また東南アジア地域に
おけるフランチャイザーとして、マレーシアに1店舗、タイに1店舗、フィリピンに10店舗
展開しております。

⑲Lee Huat Yap Kee Pte. Ltd.
住所：28 Penjuru Lane Singapore 609218
●海上交通のハブとして多数の船舶が寄港するシンガポール国内において、船舶用潤滑油
の保管・輸送・納入のサービスを展開しております。

以上

