
NEWS RELEASE 

 

株式会社 ヒノキヤグループ 

2023 年３月 16 日 

報道関係各位 

 

 

 

 

株式会社ヒノキヤグループ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 近藤昭 以下、ヒノキヤグルー

プ）は、子会社である株式会社桧家住宅（以下、桧家住宅）、株式会社パパまるハウス（以下、パパまる

ハウス）、株式会社ヒノキヤレスコ（以下、ヒノキヤレスコ）、株式会社日本ハウジングソリューション

（以下、日本ハウジングソリューション）、まいすまい株式会社（以下、まいすまい）及び株式会社桧家

リフォーミング（以下、桧家リフォーミング）を消滅会社として、当社を存続会社とする吸収合併を行う

ことを決議しましたのでお知らせいたします。 

 

1.目的 

ヒノキヤグループ及びその子会社である桧家住宅、パパまるハウス、ヒノキヤレスコ、日本ハウジン

グソリューション、まいすまい、桧家リフォーミングの６社（以下、子会社６社）の経営資源の集中とグ

ループ全体の業務効率化を図り、収益の安定と企業価値向上を企図するものであります。 

 

2. 合併の方法 

ヒノキヤグループを存続会社、その子会社６社を消滅会社とする吸収合併方式とし、子会社６社は解

散いたします。 

 

3. 日程 

 

合併承認株主総会開催日 2023 年３月 16 日 

合併の効力発生日 2023 年７月１日(予定) 

 

4.当事会社の概要 

 

 存続会社 消滅会社 消滅会社 

(1) 名称 株式会社ヒノキヤグループ 株式会社桧家住宅 株式会社パパまるハウス 

(2) 本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁

目８番３号丸の内トラスト

タワー本館 

東京都文京区後楽一丁目４

番14号 後楽森ビル12階 

新潟県新潟市中央区湖南１

番地２ 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 近藤昭 代表取締役 荒井孝子 代表取締役 宮本行雄 

(4) 事業内容 持株会社 注文住宅請負及び 

戸建分譲住宅販売 

注文住宅請負及び 

戸建分譲住宅販売 

(5) 資本金（百万円） 100 50 40 

(6) 設立年月日 1988年10月13日 2004年１月５日 1974年３月４日 

(7) 発行済株式数（株） 12,650,984 1,000 80,000 

(8) 決算期 12月31日 12月31日 12月31日 

(9) 大株主及び持株比率 株式会社ヤマダホールデ

ィングス(100％) 

株式会社ヒノキヤグルー

プ(100％) 

株式会社ヒノキヤグルー

プ(100％) 

(10)直近事業年度の財政    

ヒノキヤグループ子会社６社を吸収合併 

経営資源の集中と業務効率化 



 

状態及び経営成績  

決算期 2022年12月期 2022年12月期 2022年12月期 

純資産（百万円） 23,637 1,518 1,089 

総資産（百万円） 41,524 20,817 10,085 

1株当たり純資産（円） 1,868.42 1,518,018.39 13,624.33 

売上高（百万円） 6,634 64,888 29,144 

営業利益(又は損失) 

（百万円） 

3,291 2,134 1,282 

経常利益(又は損失) 

（百万円） 

3,213 2,145 1,285 

親会社株主に帰属する

当期純利益(又は損失) 

（百万円） 

3,090 1,366 839 

1株当たり当期純利益(又

は損失)（円） 

244.29 1,366,483.02 10,496.65 

 

 消滅会社 消滅会社 消滅会社 

(1) 名称 株式会社ヒノキヤレスコ 株式会社日本ハウジング

ソリューション 

まいすまい株式会社 

(2) 本店所在地 東京都文京区後楽一丁目４

番14号 後楽森ビル12階 

東京都文京区後楽一丁目４

番14号 後楽森ビル12階 

埼玉県久喜市上町３番４号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 上村耕一 代表取締役 荒木伸介 代表取締役 森田哲之 

(4) 事業内容 注文住宅請負及び 

戸建分譲住宅販売 

Ｚ空調システム販売、 

住宅ＦＣ事業等 

不動産の仲介等 

(5) 資本金（百万円） 50 30 30 

(6) 設立年月日 1966年４月14日 2018年８月31日 2019年９月11日 

(7) 発行済株式数（株） 1,950,000 3,000 3,000 

(8) 決算期 12月31日 12月31日 12月31日 

(9) 大株主及び持株比率 株式会社ヒノキヤグルー

プ(100％) 

株式会社ヒノキヤグルー

プ(100％) 

株式会社ヒノキヤグルー

プ(100％) 

(10)直近事業年度の財政

状態及び経営成績  

   

決算期 2022年12月期 2022年12月期 2022年12月期 

純資産（百万円） 263 356 △85 

総資産（百万円） 2,351 707 31 

1株当たり純資産（円） 135.29 118,709.87 △28,626.62 

売上高（百万円） 6,283 1,941 53 

営業利益(又は損失) 

（百万円） 

122 462 △28 

経常利益(又は損失) 

（百万円） 

140 463 △28 

親会社株主に帰属する

当期純利益(又は損失) 

（百万円） 

76 300 △28 

1株当たり当期純利益(又

は損失)（円） 

39.43 100,286.23 △9,579.10 

 

 



 

 

 消滅会社 

(1) 名称 株式会社桧家リフォーミング 

(2) 本店所在地 埼玉県加須市南小浜５０９

番地１ 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 石井英三 

(4) 事業内容 住宅のリフォーム及び 

外構工事の請負 

(5) 資本金（百万円） 30 

(6) 設立年月日 2002年７月15日 

(7) 発行済株式数（株） 600 

(8) 決算期 12月31日 

(9) 大株主及び持株比率 株式会社ヒノキヤグルー

プ(100％) 

(10)直近事業年度の財政

状態及び経営成績  

 

決算期 2022年12月期 

純資産（百万円） 233 

総資産（百万円） 1,505 

1株当たり純資産（円） 389,023.68 

売上高（百万円） 3,809 

営業利益(又は損失) 

（百万円） 

290 

経常利益(又は損失) 

（百万円） 

295 

親会社株主に帰属する

当期純利益(又は損失) 

（百万円） 

179 

1株当たり当期純利益(又

は損失)（円） 

299.755.99 

 

5.合併後の状況 

(1) 名称 株式会社ヒノキヤグループ 

(2) 本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 丸の内トラストタワー本館 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 近藤昭 

(4) 事業内容 住宅事業、不動産投資事業、リフォーム事業他 

(5) 資本金 100百万円 

(6) 設立年月日 1988年10月13日 

(7) 決算期 12月31日 

(8) 大株主及び持株比率 株式会社ヤマダホールディングス(100％） 

 

 



 

【会社概要】  

株式会社 ヒノキヤグループ 

■ 代表  ： 代表取締役社長 近藤 昭  

■ 本社  ： 〒100-0005東京都千代田区丸の内1-8-3丸の内トラストタワー本館  

■ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： https://www.hinokiya-group.jp 

■ 事業内容 ： 住宅事業、断熱材事業、不動産投資事業、リフォーム事業 

 

本件に関するお問い合せ先 株式会社 ヒノキヤグループ  

総合企画部  e-mail： pr@hinokiya.jp 


