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会社更生手続開始申立てに関するお知らせ 

 

オリエンタル白石株式会社（以下｢オリエンタル白石｣という。）及びオリエンタル白石の

０％子会社である株式会社プロテック（以下｢プロテック｣という。）並びに株式会社タイコー

（以下｢タイコー技建｣という。）は、平成 20 年 11 月 26 日開催の取締役会において、会社更

続開始の申立てを行うことを決議し、東京地方裁判所に申立てを行い、受理され、直ちに同

所より弁済禁止等の保全処分命令が発せられましたので、下記のとおりお知らせいたします

 関係者の皆様には多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことを、深くお詫び申し

ます。今後は、事業の再生に向けて役職員一丸となって全力を尽くして取り組んで参りますの

何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 
 
１．申立ての理由 

オリエンタル白石は、建設業界に対する逆風の中、会社合併等経営改善のための努力を

て参りました。しかしながら、昨夏以降のサブプライムローン問題、資源高騰等による景

後退および金融情勢の悪化のため、金融機関からの借入・借換が困難となり、平成２０年

月末日の資金繰りの目途が立たない状況となりました。 

そのままでは、破産に至ること必至であり、債権者各位に対して一層のご迷惑をお掛け

恐れがありましたので、会社更生手続により会社再建を目指すことが最善の策と判断した

であります。 

プロテックにつきましては、オリエンタル白石の１００％子会社でありその資金繰りに

て親会社に依存しているため、オリエンタル白石の会社更生手続開始の申立てに伴い、会

生手続開始を申立てるに至りました。 

タイコー技建につきましても、オリエンタル白石の１００％子会社でありその事業内容

金繰りが大きく親会社に依存しているため、オリエンタル白石の会社更生手続開始の申立

伴い、会社更生手続開始を申立てるに至りました。 

 

２．負債総額（平成 20 年 11 月 26 日現在） 

   オリエンタル白石  約６０５億円 
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３．今後の見通し 

今後につきましては、裁判所が選任する保全管理人によって事業の経営並びに財産の管理が

なされることになり、オリエンタル白石、プロテック、タイコー技建はその指導のもと、事業

の再建を図る所存です。債権者の皆様への早期弁済に努め信用回復を図ることで、早期の事業

再建に向けて取り組んで参ります。 

 

４．有価証券上場規程第６０５条第１項に規定する再建計画等の審査に係る申請の有無 

  なし 

  

以 上 

（ご参考） 

 

【オリエンタル白石】 

１．申立ての概要 

(１)申立日    平成２０年１１月２６日 

(２)管轄裁判所  東京地方裁判所 

(３)事件名    平成２０年（ミ）第１６号 会社更生手続開始申立事件 

(４)申立代理人     弁護士 佐藤順哉 

同   岩崎 晃 

同   髙木裕康 

同   内藤 滋 

同   清水 豊 

同   野本 彰 

同   島田敏雄 

同   森 直樹 

２．会社の概況 

(１)商  号   オリエンタル白石株式会社 

(２)本店所在地  東京都千代田区平河町２丁目１番１号 

(３)設立年月日  昭和２７年１０月２１日 

(４)代表者    代表取締役社長 加賀屋正之 

(５)主な事業所  本社、東北支店、東京支店、建築支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店 

(６)主な事業内容 プレストレストコンクリート建設工事、橋梁・道路等基礎工事、一般土木・ 

建築工事の施工等 

(７)資本金    ３０億円 

(８)株式の状況  発行する株式の種類 普通株式 

  発行済株式総数   ３３，１９４，９２０株 

(９)株主の状況 

株主総数   ５，５３９名（平成２０年９月３０日現在） 

   大株主の状況 太平洋セメント株式会社    ５，４９７，７００株  １６．５６％ 

          新日本製鐵株式会社      ２，３７６，０００株   ７．１５％ 

          みずほ信託退職給付信託 

神鋼鋼線工業口再信託受託者 

資産管理サービス信託   ２，３７６，０００株   ７．１５％ 

          日本軽石興業株式会社     １，５８４，０００株   ４．７７％ 

          野村信託銀行株式会社（信託口）１，２２０，６００株   ３．６７％ 

          株式会社三井住友銀行     １，１７４，１５０株   ３．５３％ 
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          オリエンタル白石取引先持株会   ９９３，９００株   ２．９９％ 

          株式会社吉田組          ７７３，１００株   ２．３２％ 

          オリエンタル白石従業員持株会   ７５４，９３７株   ２．２７％ 

          株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行    ７０５，７００株   ２．１２％ 

(10)役員の状況 

代表取締役会長         柿塚 輝昭  

代表取締役社長         加賀屋 正之  

代表取締役副社長        相馬 諄胤  

代表取締役（執行役員副社長） 手島 佐利  

取締役（専務執行役員）    小嶺 啓藏  

取締役（専務執行役員）    亀山 碩寛  

取締役（常務執行役員）    出路 正  

取締役（常務執行役員）    八田 吉弘  

取締役（常務執行役員）    齋藤 充志  

取締役（社外）        内田 耕造  

監査役            天野 和則  

監査役            尾崎 博  

監査役（社外）        津田 正洋  

監査役（社外）        福田 英輝  

監査役（社外）        滝沢 義弘 

(11)従業員の状況  正社員１，３５５名 

(12)労働組合    オリエンタル建設職員組合、オリエンタル建設労働組合、白石職員組合 

(13)負債総額    約６０５億円 

(14)最近の業績推移（単体） 

第 53 期      第 54 期      第 55 期      第 56 期      第 57 期(中間） 

平成 17年 3月期  平成 18年 3月期  平成 19年 3月期  平成 20年 3月期  平成 21年 3月期(中間) 

売上高     71,929     60,144     65,381      85,891      58,051 

営業利益     1,124            286    △1,866    △5,962         359 

経常利益     1,233       430    △1,810    △6,403         190 

当期純利益     386       152    △1,391    △9,793         118 

（単位：百万円）  

 

 

【プロテック】 

１．申立ての概要 

(１)申立日    平成２０年１１月２６日 

(２)管轄裁判所  東京地方裁判所 

(３)事件名    平成２０年（ミ）第１８号 会社更生手続開始申立事件 

(４)申立代理人     弁護士 佐藤順哉 

同   岩崎 晃 

同   髙木裕康 

同   内藤 滋 

同   清水 豊 

同   野本 彰 

同   島田敏雄 

同   森 直樹 
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２．会社の概況 

(１)商  号   株式会社プロテック 

(２)本店所在地  東京都千代田区平河町一丁目７番２０号 

(３)設立年月日  平成７年７月３日 

(４)代表者    代表取締役社長 栢木 武夫 

(５)主な事業所  本社、東京支店、大阪支店、福岡支店 

(６)主な事業内容 土木建築構造物の調査診断、維持補修計画、設計及び施工、一般土木・建築 

工事の請負、設計及び監理 

(７)資本金    ５，０００万円 

(８)株式の状況  発行する株式の種類 普通株式 

  発行済株式総数   ４，５００株 

(９)株主の状況 

株主総数   １名 

   株主の状況  オリエンタル白石株式会社   持ち株比率１００％ 

(10)役員の状況 

代表取締役           栢木武夫 

取締役            吉田須直 

取締役            高橋幸晴 

取締役            原  稔 

取締役            赤塚昌之 

取締役            楢村幸正 

取締役            重中一朗 

取締役            柏崎 俊 

取締役            新鷲光成 

監査役            高原清孝 

(11)従業員の状況  正社員 ５３名 

(12)労働組合    なし 

(13)負債総額    約４億円 

(14)最近の業績推移（単体） 

平成 18年 3月期  平成 19 年 3月期  平成 20年 3月期 

売上高      2,712      2,278      2,357 

営業利益      △128             42        △55 

経常利益     △140         4       △53 

当期純利益    △143         3       △56 

（単位：百万円） 

 

 

【タイコー技建】 

１．申立ての概要 

(１)申立日    平成２０年１１月２６日 

(２)管轄裁判所  東京地方裁判所 

(３)事件名    平成２０年（ミ）第１７号 会社更生手続開始申立事件 

(４)申立代理人     弁護士 佐藤順哉 

同   岩崎 晃 

同   髙木裕康 

同   内藤 滋 
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同   清水 豊 

同   野本 彰 

同   島田敏雄 

同   森 直樹 

２．会社の概況 

(１)商  号   株式会社タイコー技建 

(２)本店所在地  埼玉県さいたま市北区宮原町三丁目５９４番５ 

(３)設立年月日  昭和４６年２月１日 

(４)代表者    代表取締役社長 野口 健治 

(５)主な事業所  本社、つくば支店、大阪支店 

(６)主な事業内容 ニューマチックケーソン工法用の資材加工及び管理等、ニューマチックケ 

ーソン工法の工事の請負、設計及び監理 

(７)資本金    ４，５６２万円 

(８)株式の状況  発行する株式の種類 普通株式 

  発行済株式総数   ９１，２４０株 

(９)株主の状況 

株主総数   １名 

   株主の状況  オリエンタル白石株式会社   持ち株比率１００％ 

(10)役員の状況 

代表取締役           野口健治 

取締役            児玉康孝 

取締役            木内大輔 

取締役            松野明浩 

取締役            高橋健次 

監査役            神谷 保 

(11)従業員の状況  正社員 ６５名 

(12)労働組合    なし 

(13)負債総額    約１１億円 

(14)最近の業績推移（単体） 

平成 18年 3月期  平成 19 年 3月期  平成 20年 3月期 

売上高      3,358      3,581      2,657 

営業利益         33             32          14 

経常利益        30        35         20 

当期純利益       16        33        △6 

（単位：百万円） 

 

以  上 
 

- 5 - 


