
          

 

平成 20 年９月 30 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    森 正督 

（ＪＡＳＤＡＱコード：７５５３） 

問合せ先   人事統括室室長   井浦 正美 

ＴＥＬ   （０３）５４１２－１８５８ 

 

当社の連結子会社の合併に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年９月 30 日開催の取締役会において、当社の連結子会社であります株式会社ビー 

エルティーと株式会社キハチアンドエスは、平成 21年８月 1日を効力発生日（予定）として、下記の 

とおり合併することを決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 合併の目的 

 当社は、平成 20年４月１日より持株会社体制に移行し、子会社 17社ならびに包括的に関連会社２

社を含めて The SAZABY LEAGUE（グループアイデンティティー）のライフスタイル ブランドポー

トフォリオ経営を推進しております。 

ポートフォリオ経営の進化を目指す過程で、飲食系子会社の事業戦略・中期事業計画等の検証を進

めてまいりました。現在の飲食系子会社のポートフォリオ上の位置づけは、事業戦略上、Living Style 

Value Creationの株式会社ビーエルティー（Afternoon Tea TEAROOM等を展開。フルサービスの 

ティールーム業態の全国への展開力と個店の完成度が同社の強みであります。）と Global Brand 

Alliance の株式会社キハチアンドエス（KIHACHI ブランドとしてレストラン、パティスリー、ソフ

トクリーム、カフェ等を展開。多様な業態を産み出す本物志向のＭＤ力が同社の強みであります。）

に区分されております。事業開始以降、2社は、長年、独自の価値観の提供を通して、多くのお客様の

支持をいただき、コアブランドを核とするブランドマネジメントの戦略で事業規模を拡大してまいり

ました。 

そうした中、近年は業界の競合環境も激しさを増したことで、従来の成功パターンに縛られない、

より新しい価値観に基づいた業態や料理・サービスの提案が求められるようになり、それを踏まえた

The SAZABY LEAGUEの新たな飲食事業のあり方を改めて提案すべき時代に突入していると捉えて

おります。一方、直近では原材料費の高騰ならびに人件費や安全衛生管理コストの増加等、外食事業

を取り巻く経営環境も厳しいものとなっております。 



 これらの状況を精査した結果、２社の事業統合（合併）を通して、2社の強みを融合させ、MD開発

に資源集中し、飲食業界における独自のブランドポートフォリオの形成を行い、他社との差別化を明

確にする戦略を推進していく旨を決定いたしました。 

また、これらの戦略とあわせて、仕入、物流、生産、情報システム等のプラットフォーム化を進め 

組織機能の再構築を行うとともに、日本市場の展開に加え、アジア市場での事業展開の基盤構築等も

進めてまいります。 

この事業統合が、中期的にも市場の競争環境に打ち勝ちつつ、今まで以上にお客様の支持をいただ

き、収益向上を実現させていけるものと確信しております。 

  

２．合併の要旨 

（１）合併の日程（予定） 

   合併契約承認取締役会     平成 21年６月 23日 

   合 併 契 約 締 結     平成 21年６月 23日 

   合併契約承認株主総会  

    株式会社ビーエルティー   平成 21年 6月 25日 

    株式会社キハチアンドエス  平成 21年 6月 25日 

   合併期日（効力発生日）    平成 21年８月１日 

   合 併 登 記     平成 21年８月上旬 

   株 券 発 効 日     株券の発行はいたしません。 

 

（２）合併方式 

  株式会社ビーエルティーを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社キハチアンドエスは解散い

たします。 

 

（３）合併比率 

  当社の完全子会社同士の合併であることから、合併比率の取り決めはありません。また合併によ

る新株式の交付はありません。 

 （注）株式会社キハチアンドエスは、当社の 80％出資の子会社でありましたが、平成 20年 9月 30 

日をもって、当社の完全子会社に移行いたしました。 

 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い 

  該当事項はございません。 

 

 

 

 

 

 

 



３．合併当事者の概要 

（平成 20年６月 30日現在）           

（１）商号 株式会社ビーエルティー（合併会社） 株式会社キハチアンドエス（被合併会社） 

（２）主な事業内容 飲食店（ティールーム）の運営等 

「Afternoon Tea TEAROOM」等を全国展開 

レストラン、パティスリーの経営及び 

パン・菓子等の製造販売 

「KIHACHI」ブランドを全国展開 

（３）設立年月日 平成 20年 4月 1日 昭和 61年 6月 13日 

（４）本店所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2丁目 11番 1号 東京都渋谷区元代々木町 49番 13号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中村 達也 代表取締役社長 熊谷 喜八 

（６）資本金の額 90百万円 49百万円 

（７）発行済株式総数 1,800株 980株 

（８）純資産 440百万円 △1,055百万円（平成 20年 5月 31日現在） 

（９）総資産 2,422百万円 1,775百万円（平成 20年 5月 31日現在） 

（10）事業年度の末日 3月 31日 2月末日 

（11）従業員数 社員数 460名 

臨時雇用者数 1,072名（8時間換算） 

社員数 449名 

臨時雇用者数 361名（8時間換算） 

（12）主要取引先 販売先 （株）大丸 （株）伊勢丹 

仕入先 （株）菱食  

（株）トーホーフードサービス 

販売先 （株）伊勢丹 （株）三越 

仕入先 タカナシ販売（株） 

（株）シェリエ 

（13）大株主および持株比率 当社 100.0％ 当社 80.0％ 

（注）平成 20年 9月 30日現在 100.0％ 

 

（14）最近 3決算期間の業績                          

 株式会社ビーエルティー（合併会社） 株式会社キハチアンドエス（被合併会社） 

決 算 期 平成 18年 

3月期 

平成 19年 

3月期 

平成 20年 

3月期 

平成 18年 

2月期 

平成 19年 

2月期 

平成 20年 

2月期 

売上高（百万円） 13,377 13,505 13,041 8,850 8,259 7,256 

経常利益（百万円） ― ― ― 19 87 △230 

当期純利益（百万円） ― ― ― 16 33 △415 

1株当り当期純利益（円） ― ― ― 17,053 34,019 △423,926 

1株当り配当金（円） ― ― ― ― ― ― 

1株当り純資産（円） ― ― ― △633,571 △599,551 △1,023,477 

（注）株式会社ビーエルティーは平成 20年 4月 1日の持株会社体制の移行に伴う会社分割によって設立された 

新設分割設立会社でありますので、最近 3 決算期間の業績については記載することができません。従いまし

て会社分割前の当社の飲食事業部門の売上高の推移のみ記載いたしております。 

 

 

 



４．合併後の状況 

（１）商号 未定 

（２）主な事業内容 レストラン・ティールーム・パティスリー等の運営ならびにパン・菓子等の製造販売 

（３）本店所在地 渋谷区千駄ヶ谷 2丁目 11番 1号 

（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）純資産 未定 

（７）総資産 未定 

（８）事業年度の末日 3月 31日 

（注）１．（株）キハチアンドエスの現代表取締役の熊谷喜八氏は、新会社の最高顧問に就任する予定です。 

   ２．合併会社の（株）ビーエルティーの商号は合併期日に変更する予定ですので、決定次第お知らせいた

します。また合併会社の純資産、総資産の金額についても確定次第お知らせいたします。 

 

５．合併による業績への影響・見通し 

 本件合併は、当社 100％出資の連結子会社同士の合併になるため、連結及び個別業績に与える影響

は軽微なものであります。 

以 上 

 


