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平成１９年６月１３日 
各  位 
 
 会 社 名  ロイヤルホールディングス株式会社 
 代表者名  代表取締役社長 今井 明夫 
 （コード番号 ８１７９ 東証第一部、福証） 
 問合せ先  執行役員広報部長 城島 孝寿 
 （TEL ０３－５７０７－８８５２） 
 

子会社の会社分割に関するお知らせ 
 

当社は平成１９年６月１３日開催の取締役会において、平成１９年８月１日を会社分割

期日として、当社の連結子会社であるロイヤル株式会社（以下ロイヤル㈱という）の関東

地区におけるロイヤルホストを中心とした外食事業ならびにミセスエリザベスマフィン事

業を、それぞれ会社分割の方法により、それぞれ新設するロイヤル関東株式会社（以下ロ

イヤル関東㈱という）、およびミセスエリザベスマフィン株式会社（以下ミセスエリザベス

マフィン㈱という）に承継させることを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
１．会社分割の目的 

当社グループは、平成１７年７月１日に持株会社制に移行し、地域特性、機能特性に応

じて独立した事業子会社が、それぞれの事業分野において環境変化に迅速に対応できる

グループ運営体制に移行しております。ロイヤルホストを中心に運営する地域分社につ

きましては、本年２月１６日にその再編を既に公表しておりますが、その一環として、

ロイヤル㈱がロイヤル関東㈱を新設し、その事業の承継を行います。これに伴い、７月

１日付けで実施する一連の事業譲渡（ロイヤル東日本㈱による東北地区の事業の譲受け、

ロイヤル関西㈱による中部地区、岡山県の事業の譲受け、ロイヤル西日本㈱による広島

県の事業の譲受け）と併せて、ロイヤルホストを事業の根幹とする地域分社の再編が完

了し、４分社体制となります。 
 
また、ミセスエリザベスマフィン事業につきましても、事業の特殊性を考慮し、当初予

定どおりミセスエリザベスマフィン㈱を新設し、同事業を承継することといたします。 
 

今般の会社分割により、持株会社制の下、進めてまいりましたグループ再編の第２フェ

ーズは完了し、各事業会社はそれぞれの事業領域において、お客様のニーズ、環境の変

化に迅速に対応する体制を構築し、グループ全体の企業価値向上に取り組んでまいりま

す。（第２フェーズ完了後のグループ体制は別添資料をご参照ください。） 
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２．会社分割の要旨 
(1) 分割の日程 

分割決議取締役会 平成１９年６月１３日（ロイヤル㈱） 
分割承認臨時株主総会 平成１９年６月２８日（ロイヤル㈱） 
新設会社設立登記日 平成１９年８月１日 （ロイヤル関東㈱、 
 ミセスエリザベスマフィン㈱） 

 
(2) 分割方式 

本件分割の方式は、当社 100%子会社であるロイヤル㈱を分割会社として、新設す

るロイヤル関東㈱およびミセスエリザベスマフィン㈱を新設会社とする新設分割

です。 
 

(3) 株式の割当 
本件分割に際して、ロイヤル関東㈱は普通株式 2,000 株を、ミセスエリザベスマ

フィン㈱は普通株式 200株を、それぞれロイヤル㈱に対して割り当てると同時に、

ロイヤル㈱は当該株式の全部について、ロイヤル㈱の親会社である当社に剰余金

として配当します。これにより、ロイヤル関東㈱およびミセスエリザベスマフィ

ン㈱は、いずれも当社の 100％子会社となります。 
 
(4) 新設会社が承継する権利義務 

本件分割により、新設会社であるロイヤル関東㈱およびミセスエリザベスマフィ

ン㈱は、新設会社成立の日に、それぞれの対象営業に属する資産、負債および契

約上の地位ならびにこれらに付随する権利義務を承継します。ただし、分割計画

書に別段の定めがあるものは除きます。 
 

(5) 債務の履行見込み 
分割会社および新設会社が、本件分割後に負担すべき債務の履行の確実性に問題

はないものと判断しております。 
 

(6) 新設会社に新たに就任する役員 
① ロイヤル関東㈱ 

＜取締役＞ 
坂入 佳夫（代表取締役）、小池 正樹、今井 明夫、菊地 唯夫、大穂 慎一 
＜監査役＞ 
浦 一馬 
 

② ミセスエリザベスマフィン㈱ 
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 ＜取締役＞ 
林 聖子（代表取締役）、川口 彩子 
（注）なお、ミセスエリザベスマフィン㈱は取締役２名の体制とし、取締役会、

監査役は設置いたしません。 
 
３．当事会社の概要（平成１８年１２月３１日現在） 

(1) 分割会社の概要 
商号 ロイヤル株式会社 
事業内容 外食事業、食品事業、機内食事業 
設立年月日 平成１７年７月１日 
本店所在地 福岡市博多区那珂三丁目２８番５号 
代表者 代表取締役社長 大野 晨生 
資本金 100 百万円 
発行済み株式総数 2,000 株 
純資産 5,220,750 千円 
総資産 11,092,645 千円 
決算期 １２月３１日 
従業員数 926 名 
主要取引先 一般顧客 
大株主および持株比率 ロイヤルホールディングス株式会社 100% 

 
(2) 新設会社の概要 

商号 ロイヤル関東株式会社 ミセスエリザベスマフィ

ン株式会社 
事業内容 外食事業 
設立年月日（予定） 平成１９年８月１日 
本店所在地 東京都世田谷区桜新町一丁目３４番６号 
代表者（代表取締役社長） 坂入 佳夫 林 聖子 
資本金 100 百万円 10 百万円 
発行済み株式総数 2,000 株 200 株 
純資産（予定） 2,489,501 千円 40,932 千円 
総資産（予定） 2,648,052 千円 48,573 千円 
決算期 １２月３１日 
従業員数（予定） 441 名 7 名 
主要取引先 一般顧客 
大株主および持株比率 ロイヤルホールディングス株式会社 100% 
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(3) 最近の分割会社の業績 
決算期 平成１７年１２月期 平成１８年１２月期 
売上高（百万円） 23,940 44,289
営業利益（百万円） 1,118 809
経常利益（百万円） 1,036 764
当期純利益（百万円） 591 9
１株当たり利益（円） 295,612 4,763
１株当たり配当金（円） 90,000 1,500
１株当たり純資産（円） 2,695,612 2,610,375
（注１） 分割会社の設立は平成１７年７月 1 日となり、業績は２期分の記載と

なります。 
（注２） 平成１７年１２月期は６ヶ月間の業績を記載しております。 
 
 

４．承継部門の概要 
(1) 会社分割部門の内容 

新設会社 ロイヤル関東㈱ ミセスエリザベスマフィン㈱ 

分割部門の内容 ロイヤルホストを中心と

する関東地区における外

食事業 

ミセスエリザベスマフィ

ン事業 

 
(2) 会社分割部門の平成１８年１２月期における経営成績   （単位：百万円） 

新設会社 ロイヤル関東㈱ ミセスエリザベスマフィン㈱ 

売上高 23,297 398
経常利益  522 0

 
(3) 会社分割部門の資産・負債の項目および金額 

① ロイヤル関東㈱（注１）         （単位：千円） 
資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 
流動資産 295,509 流動負債 158,551
固定資産 2,352,543 固定負債 0
合計 2,648,052 合計 158,551
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② ミセスエリザベスマフィン㈱（注１）       （単位：千円） 

資産 負債 
項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 9,142 流動負債 7,641
固定資産 39,431 固定負債 0
合計 48,573 合計 7,641

（注１）平成１８年１２月３１日現在で試算しております。 
 
５．会社分割後の状況 
本件分割後の分割会社（ロイヤル㈱）は、自ら店舗を運営することなく、製造拠点のほ

か購買・物流、メニュー企画、マーケティングといった部門を有しつつ、外食事業会社

に対する支援を行う機能に限定した事業内容に変更となります。商号、本店所在地、代

表者、資本金等については変更はありません。 
 

６．業績に与える影響 
新設会社は、いずれも当社の連結子会社となるため、本件会社分割が当社グループの連

結業績に与える影響は軽微となる見込みです。  
  

以 上 
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ロイヤルグループ体制図 ※平成１９年８月１日時点（予定）
※カッコ内数値は出資比率
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「ロイヤルホスト」等のフランチャイザー機能
東京／福岡工場における食品事業
福岡空港における機内食事業

北海道・東北地区（新潟県含む）における「ロイ
ヤルホスト」等の運営

九州地区（広島県・山口県含む）での「ロイヤル
ホスト」等の運営

関東地区における「ロイヤルホスト」等の運営

伊勢丹百貨店内を中心とした飲食店の運営

関西国際空港における機内食の調製・搭載

「ロイネットホテル」「リッチモンドホテル」の
運営

成田国際空港における機内食の調製・搭載
（持分法適用会社）

ベーカリーカフェ「カフェクロワッサン」の運営

カジュアルレストラン「シズラー」の運営
大規模商業施設でのキャフェテリアの運営等

全国の空港にてレストラン・売店の運営

ビアレストラン、ピザレストラン「シェーキー
ズ」等の運営

マフィン専門店「ミセスエリザベスマフィン」の
運営

天丼・てんぷら専門店「てんや」等の運営

アイスクリーム、ゼリー等の製造

関越自動車道「那須高原サービスエリア」にてレ
ストラン・売店の運営

企業内給食施設等の運営

中部・関西地区（岡山県含む）における「ロイヤ
ルホスト」等の運営

三越百貨店内を中心とした飲食店の運営

共通機能会社
グループ会社の経理・人事業務を受託

各種業態のレストラン運営

大濠観光会館

楽雅楽食品（台湾）

＜非連結会社＞

北京楽雅餐飲管理（中国）

 


