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営業譲渡契約締結のお知らせ 

 

当社と当社の子会社である株式会社サンクル、株式会社ビッグマン、株式会社プロヴィジョン、株式

会社グローイング・ファクトリー及び株式会社リンク並びに当社の孫会社である有限会社ラントマン及

び有限会社三珠（以下、「当社グループ」という。）は、株式会社エーツーとの間で、平成 18 年３月 20

日に締結いたしました「営業譲渡に関する覚書」に基づき、譲渡の内容に関し協議を重ね、本日正式に

同社との間で営業譲渡契約書を締結いたしましたのでお知らせします。 

 

記 

１．営業譲渡の理由 

成長著しいセカンドストリートに経営資源の全てを集中できる体制へ移行することにより、当社

グループ全体の収益力のさらなる強化と安定化を図るため。 

 

２．営業譲渡の内容 

 (1) 譲渡の対象となる店舗（以下、譲渡対象店舗等という。） 

 当社グループが展開するブックマーケットならびに複合カフェの直営店のうち、次に掲げる店

舗。 

① ブックマーケット直営店（８８店） 
店舗名 住所  店舗名 住所 

BM 八雲店 北海道山越郡八雲町  BM いわき小名浜店 福島県いわき市 

BM 室蘭弥生店 北海道室蘭市  BM いわき平店 福島県いわき市 

BM 滝川黄金町店 北海道滝川市  BM うねめ通り店 福島県郡山市 

BM 稚内店 北海道稚内市  BM 福島北店 福島県福島市 

BM 函館美原店 北海道函館市  BM 水戸笠原店 茨城県水戸市 

BM むつ店 青森県むつ市  BM 坂戸片柳店 埼玉県坂戸市 

BM 五所川原店 青森県五所川原市  BM 東松山新宿店 埼玉県東松山市 

BM 三沢店 青森県三沢市  BM 小山店 栃木県小山市 

BM 古川店 宮城県古川市  BM 羽咋店 石川県羽咋市 

BM 柴田店 宮城県柴田郡柴田町  BM 東金沢店 石川県金沢市 

BM 中山店 宮城県仙台市泉区  BM 鞍月店 石川県金沢市 

BM 多賀城店 宮城県多賀城市  BM 野々市新庄店 石川県石川郡野々市町 

BM 佐沼店 宮城県登米郡迫町  BM 寺井店 石川県能美市 

BM 新庄店 山形県新庄市  BM 松任店 石川県白山市 
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店舗名 住所  店舗名 住所 

BM 氷見店 富山県氷見市  BM 今治喜田村店 愛媛県今治市 

BM 大野店 福井県大野市  BM 今治中央店 愛媛県今治市 

BM 武生店 福井県武生市  BM 松山椿店 愛媛県松山市 

BM 稲沢店 愛知県稲沢市  BM 松山中央店 愛媛県松山市 

BM 瀬戸店 愛知県瀬戸市  BM 川之江店 愛媛県川之江市 

BM 大垣店 岐阜県大垣市  BM 小松島店 徳島県小松島市 

BM 鵜方店 三重県志摩市  BM 川内店 徳島県徳島市 

BM 鈴鹿西條店 三重県鈴鹿市  BM 藍住店 徳島県板野郡藍住町 

BM 新宮店 和歌山県新宮市  BM 鳴門店 徳島県鳴門市 

BM 交野店 大阪府交野市  BM 上津役店 福岡県北九州市八幡西区 

BM 高槻店 大阪府高槻市  BM 姪浜店 福岡県福岡市西区 

BM 吹田店 大阪府吹田市  BM 中間店 福岡県中間市 

BM 針中野駅前店 大阪府大阪市東住吉区  BM 直方店 福岡県直方市 

BM 八尾店 大阪府八尾市  BM 八女店 福岡県八女市 

BM 橿原神宮店 奈良県橿原市  BM 賀来店 大分県大分市 

BM 奈良三郷店 奈良県生駒郡三郷町  BM 三重店 大分県大野郡三重町 

BM 西九条店 奈良県奈良市  BM 南長崎店 長崎県長崎市 

BM 名谷店 兵庫県神戸市垂水区  BM 宇土店 熊本県宇土市 

BM 藤原台店 兵庫県神戸市北区  BM 人吉店 熊本県人吉市 

BM 豊岡店 兵庫県豊岡市  BM Plus 加納店 宮崎県宮崎郡清武町 

BM 明石魚住店 兵庫県明石市  BM Plus 吉村店 宮崎県宮崎市 

BM 岡山十日市店 岡山県岡山市  BM Plus 高鍋店 宮崎県児湯郡高鍋町 

BM 総社店 岡山県総社市  BM Plus 西都店 宮崎県西都市 

BM 広店 広島県呉市広  BM Plus 都北店 宮崎県都城市 

BM 福山松永店 広島県福山市  BM Plus 川東店 宮崎県都城市 

BM 志度店 香川県さぬき市  BM 日南店 宮崎県日南市 

BM 宇多津店 香川県綾歌郡宇多津町  BM 指宿店 鹿児島県指宿市 

BM Plus 屋島店 香川県高松市  BM 鹿屋バイパス店 鹿児島県鹿屋市 

BM 観音寺店 香川県三豊市  BM 鹿屋寿店 鹿児島県鹿屋市 

BM Plus 善通寺店 香川県善通寺市  BM 吉野店 鹿児島県鹿児島市 

 
 

② 複合カフェ（ファンキータイム）直営店（６店）    
店舗名 住所 

ＦＴ勝山店 宮城県仙台市青葉区 

ＦＴ中山店 宮城県仙台市泉区 

ＦＴ仙台駅東口店 宮城県仙台市宮城野区 

ＦＴ古川店 宮城県古川市 

ＦＴ山形桜田店 山形県山形市 

ＦＴAS 福島北店 福島県福島市 
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  (2) 譲渡対象店舗の業績 

（単位：百万円） 

科   目 平成 17 年６月期 平成 18 年６月期 

中間期 
売 上 高 ﾌﾞｯｸﾏｰｹｯﾄ 5,575 2,791 

 ﾌｧﾝｷｰﾀｲﾑ 408 226 
計 5,983 3,017 

営 業 利 益 ﾌﾞｯｸﾏｰｹｯﾄ 758 234 

 ﾌｧﾝｷｰﾀｲﾑ 15 11 
計 773 245 

※上記数値は、店舗損益の単純合計であり、連結調整前の業績です。 

 

(3) 譲渡対象店舗等の資産、負債の項目 

譲渡する資産は、営業譲渡期日現在における対象店舗の有形固定資産、敷金・保証金、建設

協力金、商品在庫等とし、負債の譲渡は行いません。 

   

(4) 譲渡価額及び決済方法 

① 譲渡価額  約３３億円を予定しております。 

② 決済方法  平成 18 年４月、平成 18 年５月、平成 18 年７月の３回に分けて、現金で

受領いたします。 

 

３．営業譲渡先の概要 

商  号 株式会社エーツー 

事 業 内 容 

①メディアリサイクルショップの直営事業 

②メディアリサイクルショップのＦＣ事業 

③インターネット通販でのメディアリサイクル事業 

④卸売り･データ販売業務 

設  立 平成９年 1月（創業は昭和 25 年） 

本 店 所 在 地 静岡県静岡市駿河区丸子新田 317-1 

代 表 者 代表取締役社長 杉山綱重 

資 本 金 45 百万円 

資本関係 当社普通株式 3,730 株を保有しております 

人的関係 該当事項はありません。 当社との関係 

取引関係 
当社グループの加盟するブックマーケットフランチャイ

ズチェーンの本部であります。 

 

４．日程 

平成 18 年４月 10 日 : 取締役会決議 

営業譲渡契約書締結 

平成 18 年６月 30 日 : 営業譲渡期日 

    ※営業譲渡期日までの間に、当社子会社は必要に応じて譲渡承認の臨時株主総会を開催する予

定です。 
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５．今後の見通し 

今回の営業譲渡に含まれない数店舗につきましては、セカンドストリートへの業態転換もしく

は閉店等を行い、当社グループといたしましては、セカンドストリート事業に特化していく方針

です。これまで分散しておりました経営資源を、最も収益力の高い事業に集中投下できる環境を

整え、セカンドストリートの運営を主眼に置いた管理体制の再構築等に継続して取組むことによ

り、収益効率を高めてまいる所存です。 
 

なお、今回の営業譲渡に伴う、当期（平成 18 年６月期）の業績に与える影響額については集

計作業中であり、後日あらためてご報告させていただきます。 

また、来期以降の業績予想数値につきましても、平成 18 年３月 20 日に発表させていただきま

した株式会社ゲオとの資本業務提携に基づく今後の取組みならびに、セカンドストリート既存店

の営業状況等を踏まえ、あらためてご報告させていただきます。 

 

 

以上 


