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包括的業務提携による関係強化のお知らせ 

 

株式会社ベンチャー・リンク（以下「ベンチャー・リンク」という）と株式会社フジオフードシステム（以下

「フジオフード」という）は、両社の外食ＦＣ事業を全て共同で展開するなどの提携関係の強化を決定しま

したので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．業務提携の強化の目的 

 両社は、平成 11 年 11 月以来、フジオフードがＦＣ本部を行うＦＣチェーンにおいて、加盟開発やＳＶ

などの機能をベンチャー・リンクが代行する業務提携を行って参りました。平成 18 年度（1～12 月）には、

「まいどおおきに食堂」を中心として全国に約 300 店の新規出店が見込めるなど、順調に成果を上げるこ

とができております。 

 今後、より一層の競争激化と市場変化が予想される外食マーケットにおいて、両社の中長期的成長

を実現するために、下記内容の提携関係強化を行うことといたしました。 

 

２．包括的業務提携の内容 

１）ベンチャー・リンクは、外食事業分野における全ての事業をフジオフードとの共同事業として展開して

いきます。 

①フジオフード以外の外食企業との新たな業務提携を行うことはなくなり、業務提携先はフジオフード

一社に絞ることとなります。 

②ベンチャー・リンクが独自に業態開発を行い、ＦＣ本部もしくはライセンス本部として展開している、も

しくは展開を予定している外食事業を、全てフジオフードとの業務提携によって展開することとします。

既に展開している『陳麻家』『一牛』、平成 19 年からＦＣ展開予定の『御町堂
お ま ち ど う

おかず店』などは、ベン

チャー・リンクの独自展開業態からフジオフードとの共同事業としての展開に順次移行して参ります。 
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２）同じく、フジオフードは、全てのＦＣチェーン事業をベンチャー・リンクとの共同事業として展開していき

ます。 

①現在ＦＣ展開している事業の加盟開発代行、ＳＶ代行を永続的にベンチャー・リンクとの業務提携に

よって展開していきます。具体的には、業務提携契約期間を 1 年毎の更新から 10 年単位の更新に

変更します。 

②今後、フジオフードが業態開発を行い、ＦＣ展開を図る業態は全てベンチャー・リンクとの業務提携

によってのみ展開します。 

 

３）上記方針に従い、ベンチャー・リンクが業態開発を行い、平成 19 年からＦＣ展開予定の『御町堂
お ま ち ど う

おか

ず店』をベンチャー・リンクおよびフジオフードの共同ＦＣ事業としての展開といたします。 

①フジオフードがＦＣ総本部となり、当面はベンチャー・リンクがフジオフードからのライセンスを受けて、

ＦＣ本部業務を展開していきます。 

②メニュー戦略やメニュー開発および店舗デザインなどの業態開発の主要機能について、フジオフー

ドからの指導を受け、業態力の強化を図っていきます。 

③ＦＣ本部事業は 2 年程度の期間を経て、徐々にフジオフードに移管していく予定です。 

④ベンチャー・リンクが既にＦＣ本部もしくはライセンス本部として展開している他業態についても、順次

同様の体制へと変更していきます。 

 

４）ベンチャー・リンク、フジオフードそれぞれが業態開発中の新業態は、両社の強みを活かしあった共同

での業態開発体制に変更することで、双方の体制を強化していきます。 

 

５）双方の人財の交流などをより積極的に行うことで、上記の体制を強化していきます。 

 

３．本件決定の背景と狙いについて 

１）中長期的な観点からの両社の恒久的な友好関係と、双方の企業成長を実現します。 

前述の通り、両社は平成 11 年 11 月以来、フジオフードがＦＣ本部を行うＦＣチェーンにおいて、加盟開

発やＳＶなどの機能をベンチャー・リンクが代行する業務提携を行って参りました。一方、ベンチャー･リン

クは平成 16 年以来、「自らがＦＣ本部になる」という方針を掲げ、外食事業分野においても独自の『陳麻

家』『一牛』の展開、そしてオリジナル業態である持ち帰り惣菜の『御町堂
お ま ち ど う

おかず店』の業態開発を進めて

参りました。 

このことは、中長期的な観点から見るとベンチャー・リンクが独自業態の展開を進めていくことによって、

双方の利害が一致しなくなるリスクが存在していました。しかし、今回の業務提携強化によって、これらの

問題が解決され、それぞれの企業成長のための戦略施策を完全に一致させることが可能となります。 

 

２）両社の経営資源の集中を図ることで、戦略遂行力と競争力の強化につながります。 

 両社に分散している業態開発体制などＦＣ本部の鍵となる機能を、それぞれの強みを活かし、弱みを補

完しあう協業スタイルに変更することで、経営資源の集中が図れます。このことにより、競争激化と市場変

化が進み、一層の業態力強化が必要となっていく外食マーケットにおいて、双方の既存業態の強化およ

び新規業態開発の強化が図れます。 

 

 



４．両社の会社概要 

 

（1）商号 株式会社ベンチャー・リンク 株式会社フジオフードシステム 

（2）事業内容 ①全国約140の金融機関系ビジネス

クラブなどの提携機関を通じた中

堅中小企業約９万９千社への経営

情報提供サービス 

②フランチャイズチェーン本部およ

び加盟店への支援活動 

③金融機関に対するビジネス・マッ

チング支援活動 

①飲食店の経営 

②フランチャイズチェーン本部の経営 

③店舗の内外装工事に関する企画、

設計 

（3）設立年月日 昭和 61 年 3 月 1 日 平成 11 年 11 月 11 日 

（4）本店所在地 東京都台東区寿二丁目 1 番 13 号 大阪市北区天神橋 2 丁目北 2 番 6 号

（5）代表者 代表取締役社長 松本 信彦 代表取締役社長 藤尾 正弘 

（6）資本金の額 13,222 百万円 636 百万円 

（7）従業員数 553 名 262 名 

（8）売上高 14,770 百万円 12,166 百万円 

（9）経常利益 674 百万円 673 百万円 

（10）大株主構成及

び持株比率 

株式会社暁成  

17,104,900 株（13.37％）

ＮＩＳリース株式会社 

12,285,400 株（9.60％）

株式会社日本エル・シー・エー 

7,989,500 株（6.24％）

小林忠嗣 

4,945,300 株（3.86％）

 

 

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口） 

4,847,500 株（3.78％）

（平成 18 年 5 月 31 日現在） 

有限会社エフエム商業計画 

5,800 株（27.82％）

サッポロビール株式会社 

3,112 株（14.93％）

藤尾正弘         1,687 株（8.09％）

 

ゴールドマン・サックスインターナショナ

ル（常任代理人 ゴールドマン・サック

ス証券会社東京支店） 

891 株（4.27％） 

株式会社池田銀行 

783 株（3.75％）

 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

 

５．日程 

 平成 18 年 12 月 1 日 新提携契約書締結、提携開始日 

 

６．今後の見通し 

 このたびのお知らせが当期の業績に与える影響については、軽微であり、業績予想の修正はございま

せん。来期以降の影響については、当期の本決算発表の段階で来期の業績予想とともに発表いたしま

す。 

 

以上 
 
参考資料添付：提携強化後の新体制一覧 
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提携強化後の新体制について

責任所在 まいどおおきに食堂（郊外型） 手作り居酒屋　かっぽうぎ 私のまちの台所　御町堂おかず店

総本部 ブランドマネジメント フジオフードシステム フジオフードシステム フジオフードシステム

ＦＣ本部 FC本部運営 フジオフードシステム フジオフードシステム ベンチャー・リンク

加盟店開発 加盟店開発業務 ベンチャー・リンク ベンチャー・リンク ベンチャー・リンク

スーパーバイジング 加盟店舗業績 ベンチャー・リンク ベンチャー・リンク ベンチャー・リンク

商品開発 商品開発 フジオフードシステム フジオフードシステム フジオフードシステム

商品開発コンサル メニューマネジメント ベンチャー・リンク ベンチャー・リンク ベンチャー・リンク

※御町堂事業の総本部権をフジオフードシステムが取得
   平成19年にフジオフードシステムブランドとして年間100店舗の出店を目指す
   既に全国エリアディベロッピングパートナー候補企業を選定済み
※陳麻家事業等についても順次フジオフードシステムへ移行を検討  
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