
       

 

平成 19 年 12 月６日 

各    位 

会 社 名   株式会社 サザビーリーグ 

代表者名   代表取締役社長   鈴木 陸三 

（ＪＡＳＤＡＱコード：７５５３） 

問合せ先   総務部マネージャー 中村 達也 

ＴＥＬ   （０３）５４１２－１８５８ 

 

 

『「持株会社体制移行に伴う会社分割」に関するお知らせ』の一部変更、 

及びそれに伴う「平成 19 年３月期 決算短信」ならびに 

「平成 20 年３月期 中間決算短信」の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は平成 19 年 12 月６日開催の取締役会において、平成 20 年４月１日を期日とした分社型新設

分割による新設分割設立会社の概要の一部変更を決議したことに伴い、平成 19 年５月 17 日に発表

いたしました『「持株会社体制移行に伴う会社分割」に関するお知らせ』、「平成 19 年３月期 決算

短信」及び平成 19 年 11 月 15 日に発表いたしました「平成 20 年３月期 中間決算短信」の一部を

下記のとおり変更いたします。 

 

 

記 

 

・変更理由 

新設分割設立会社の運営・管理体制及び持株会社の主要組織を検討した結果、新設分割設立会社の

人事体制を変更いたします。なお、変更箇所には下線を付しております。 



・開示資料 

「持株会社体制移行に伴う会社分割」に関するお知らせ 

 

・変更箇所 

５．新設分割設立会社の状況（予定） （５ページ） 

 

（変更前） 

事業部門名（現在） アフタヌーンティー フード事業部 

（１）商号 （株）ビーエルティー 

（２）主な事業内容 飲食店（ティールーム）の運営等 

（３）本店所在地 東京都渋谷区 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 二階堂 政文 

（５）資本金の額 90 百万円 

（６）事業年度の末日 ３月 31 日 

 

（変更後） 

事業部門名（現在） アフタヌーンティー フード事業部 

（１）商号 （株）ビーエルティー 

（２）主な事業内容 飲食店（ティールーム）の運営等 

（３）本店所在地 東京都渋谷区 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中村 達也 

（５）資本金の額 90 百万円 

（６）事業年度の末日 ３月 31 日 

 



・開示資料 

平成 19 年３月期 決算短信 

 

・変更箇所 

 ５．個別財務諸表（45ページ） 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 

（変更前） 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

 （４）新設会社の概要 

名称     株式会社アイシーエル 

本店所在地  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目 11 番１号 

代表者    勝浦 清貴 

資本金    90 百万円 

純資産    未定 

総資産    未定 

事業の内容  生活雑貨等の販売 

名称     株式会社ビーエルティー 

本店所在地  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目 11 番１号 

代表者    二階堂 政文 

資本金    90 百万円 

純資産    未定 

総資産    未定 

事業の内容  飲食店（ティールーム）の運営等 

 



（変更後） 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

 （４）新設会社の概要 

名称     株式会社アイシーエル 

本店所在地  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目 11 番１号 

代表者    勝浦 清貴 

資本金    90 百万円 

純資産    未定 

総資産    未定 

事業の内容  生活雑貨等の販売 

名称     株式会社ビーエルティー 

本店所在地  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目 11 番１号 

代表者    中村 達也 

資本金    90 百万円 

純資産    未定 

総資産    未定 

事業の内容  飲食店（ティールーム）の運営等 

 



・開示資料 

平成 20 年３月期 中間決算短信 

 

・変更箇所 

５．中間個別財務諸表（49 ページ） 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 

（変更前） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

 （５）代表者役職・氏名 

   代表取締役 水登 慎 

（６）資本金の額 

   10,000 千円 

（７）発行済株式総数 

   200 株（予定） 

（８）事業年度の末日    

   ２月末 

（９）従業員数 

   未定 

（10）大株主構成 

   株式会社サザビーリーグ 100％ 

（４）新設分割設立会社の概要 

名称     株式会社アイシーエル 

本店所在地  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁 

目 11 番１号 

代表者    勝浦 清貴 

資本金    90 百万円 

純資産    未定 

総資産    未定 

事業の内容  生活雑貨等の販売 

名称     株式会社ビーエルティー 

本店所在地  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁 

目 11 番１号 

代表者    二階堂 政文 

資本金    90 百万円 

純資産    未定 

総資産    未定 

事業の内容  飲食店（ティールーム）の 

   運営等 



（変更後） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

 （５）代表者役職・氏名 

   代表取締役 水登 慎 

（６）資本金の額 

   10,000 千円 

（７）発行済株式総数 

   200 株（予定） 

（８）事業年度の末日    

   ２月末 

（９）従業員数 

   未定 

（10）大株主構成 

   株式会社サザビーリーグ 100％ 

（４）新設分割設立会社の概要 

名称     株式会社アイシーエル 

本店所在地  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁 

目 11 番１号 

代表者    勝浦 清貴 

資本金    90 百万円 

純資産    未定 

総資産    未定 

事業の内容  生活雑貨等の販売 

名称     株式会社ビーエルティー 

本店所在地  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁 

目 11 番１号 

代表者    中村 達也 

資本金    90 百万円 

純資産    未定 

総資産    未定 

事業の内容  飲食店（ティールーム）の 

運営等 

 

 

以 上 

 


