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株式会社小肥羊ジャパンの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成 20 年 11 月 10 日開催の取締役会において、株式会社小肥羊ジャパンの株式の発行済株式総数の

62.5％を追加取得し、子会社化することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式の取得理由 

 当社は、比較サイトを中心とするＥマーケットプレイス事業を展開し、子会社を通じて様々なリアル事業を展

開しております。具体的には「保険スクエア bang!」「引越し比較．com」「車買取比較．com」等、消費者の皆様

に最適な商品・サービスをお選びいただけるウェブサイトの運営及び子会社を通じて「生命保険見直し相談」

「有料老人ホーム入居相談」「FX(外国為替保証金取引)サービス」等、最適な商品・サービスの提供を行って
おります。 
当社はウェブサイト価値を高めるため、消費者との接点の機会を増やすべく、様々な比較サイトや生活情

報サイトを提供しておりますが、その一環として持分法適用会社で店舗運営業務の実績もある、飲食店「小

肥羊」の運営というリアルサービスであるフード事業に本格的に参入することにいたしました。 

株式会社小肥羊ジャパンは現在３店舗出店しており順調に推移しております。共同出資者である中国の火鍋専

門チェーンの最大手である内蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司からの信頼関係も高まったことにより、株式の譲渡

に伴い日本におけるＦＣ（フランチャインズ）展開の権利も取得いたします。直営店とＦＣ展開を加速させるこ

とにより、ウェブだけではなく、リアルでも積極的に消費者との接点の機会を増やすことによって、更なるウ

ェブクルーブランドの認知度の向上と、当社ウェブサイト価値及びブランド価値の最大化を目指すとともに、

小肥羊ブランドを浸透させることを目的として、株式会社小肥羊ジャパンの株式を追加取得し、子会社化いたし

ます。 
これを機に、当社グループのより一層の企業価値向上を図ってまいります。 

  

２．異動する子会社（株式会社小肥羊ジャパン）の概要 

（１）商号    株式会社小肥羊ジャパン 

（２）代表者    代表取締役 寇 志芳 

（３）本店所在地    東京都港区六本木１丁目４番３３号 

（４）設立年月日    平成 18 年 7月 20 日 

（５）主な事業内容   火鍋専門店「小肥羊」の日本での店舗企画・運営 

（６）事業年度の末日   12 月 31 日 

（７）従業員数    86 人（平成 20 年９月 30 日現在） 

（８）主な事業所    渋谷店 東京都渋谷区宇多川町 30-4 新岩崎ビル１F 

     赤坂店 東京都港区赤坂 2-14-5 プラザミカドビル１F 



                     新宿店 東京都新宿区歌舞伎町 2-26-3 あみもとビル２F 

（９）資本金の額    2,500 万円（資本準備金 2,500 万円） 

（10）発行済株式総数   1,000 株 

（11）大株主構成および所有割合  内蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司  62.5％ 

株式会社ウェブクルー      32.5％ 

株式会社保険見直し本舗      5.0％ 

（12）【ＵＲＬ】    http://www.hinabe.net/ 

（13）【モバイル】   http://hinabe.mobi/ 

（14）最近事業年度における業績の動向 

 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期 

売 上 高 87,987 千円 332,042 千円 

売 上 総 利 益 70,236 千円 262,094 千円 

営 業 利 益 4,605 千円 △40,441 千円 

経 常 利 益 3,460 千円 △46,793 千円 

当 期 利 益 1,936 千円 (※１) △47,164 千円 

総 資 産 263,881 千円 442,611 千円 

純 資 産 51,936 千円 4,772 千円 

１株当たり配当金 0 円 0 銭 0 円 0 銭 

(※１)平成 19 年 12 月期は新規出店による先行費用が発生した為、当期損失となっております。 

 

３．株式の取得先 

（１）商     号   内蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司  

（２）代  表  者   董事長 張 鋼 

（３）本 店 所 在 地          中国内蒙古包頭市昆区烏蘭道９号 

（４）主な事業の内容   火鍋専門店「小肥羊」の店舗企画・運営 

（５）当社との関係          株式会社小肥羊ジャパンの共同出資者 

 

４．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数    325 株（所有割合 32.5％） 

（２）取得株式数     625 株（取得価額 31,250 千円） 

（３）異動後の所有株式数    950 株（所有割合 95.0％） 

 

５．日程 

 平成 20 年 11 月 10 日  取締役会決議 

 平成 20 年 11 月     株式取得予定 

 

６．今後の見通し 

子会社化後の連結業績見通しへの影響につきましては、平成20年11月10日発表の平成20年9月期決算短信の

中で、来期業績予想として開示いたします。 

 

７．株主優待 

株式会社小肥羊ジャパンが当社の子会社になったことを記念し、株主優待制度を新設いたします。 

詳細は本日付リリース「株主優待制度の新設に関するお知らせ」をご参照ください。 

 



８．小肥羊店舗情報 
＜渋谷店＞ 

 

 

＜赤坂店＞ 

 

 
 
＜新宿店＞ 

 

 
＜横浜・関内店＞（11月 24日オープン予定） 
住所 神奈川県横浜市中区相生町 4-76 ラタンビル 1F 

 

住所 東京都渋谷区宇田川町 30-4 新岩崎ビル 1F 

営業時間

月～木・日 11：30～23：30（LO 22：30） 

金・土・祝前日 11：30～24：00（LO 23：00）

（月～金 14：30～17：30 は CLOSE） 

休日 年中無休 

席数 140 席（個室あり） 

アクセス 渋谷駅 ハチ公口 徒歩 5分（センター街沿い）

お問い合わせ 03-3477-1117 / info@hinabe.net 

住所 東京都港区赤坂 2-14-5 プラザミカドビル 1F 

営業時間

月～金 11：30～23：30（LO 22：30） 

土・祝日 17：30～23：30（LO 22：30） 

（月～金 14：30～17：30 は CLOSE） 

休日
日曜（祝日は営業。ゴールデンウィーク、お盆、

年末年始期間の営業はお問い合わせください）

席数 88 席（8名様 VIP ルームあり） 

アクセス

地下鉄赤坂駅 2 番出口 徒歩 2分 

地下鉄赤坂見附駅 ベルビー赤坂口 徒歩 6分 

地下鉄溜池山王駅 10 番出口 徒歩 6分 

お問い合わせ 03-3589-1777 / info@hinabe.net 

住所 東京都新宿区歌舞伎町 2-26-3 あみもとビル 2F

営業時間 17：00～翌 5：00（LO 4：00） 

休日 年中無休 

席数 138 席（貸切可／個室あり） 

アクセス
西武新宿駅より 新宿コマ劇場方面 徒歩 4分 

JR 新宿駅 東口より徒歩 7分  

お問い合わせ 03-3208-7727 / info@hinabe.net 



 

９．小肥羊の火鍋とは 

（１）医食同源 
 小肥羊では、「医食同源」という中国の食に対する基本概念をもとに、忙しい現代人の生活リズムに最適な

手軽で美味しい健康食としての火鍋を実現するために、マーケティングを重ねて繰り返し研究し、ついにつ

けダレいらずの新しいスタイルのラム肉の火鍋をつくり出しました。 
医食同源の精神に基づいて配合された小肥羊の火鍋は、唐辛子や花椒(かしょう)、当帰(とうき)や良姜(りょう

きょう)など（※）体を温めて血行を良くし、滋養強壮や疲労回復に効果の高いとされる健康食材がたっぷり入っ

ています。これらは、新陳代謝を良くしてくれるうえに整腸作用も高いので、美肌やダイエットにも非常に

効果的です。さらに、メタボリックシンドロームは、新陳代謝不全と食事のバランスの偏りが原因だと言わ

れていますが、火鍋はメタボリックシンドロームにお悩みの方にもおすすめのメニューです。 

 ※香辛料の一種です。 
 

（２）特製スープ 
小肥羊スープには白湯（パイタン）スープと麻辣（マーラー）スープの２種類があります。この特製スー

プはラム肉特有の臭みを取り、ラム肉の持つジューシーな食感とよく合うよう工夫されています。さらに、

肉の食感は柔らかく保たれ、何回くぐらせてもスープが薄まらないという特徴があります。 

 また、中国の鍋師による秘伝のこだわりスープは、数ある火鍋の中でも「初めての味！」と高い評価をい

ただいております。 

 
（３）ラム肉 
 ラム肉には良質なたんぱく質、多くの必須アミノ酸、鉱物、ビタミンが入っています。ラム肉の火鍋を一

回食べれば、自分に栄養補給をしたことになります。ラム肉は温熱性質であり、気を補い陰を潤す、体の中

を暖め、虚を補い、食欲を増進します。「本草関係図書目録」の中では元気を補い、血の気を良くする温を補

う品であり、冬でも夏でもラム肉を食べれば、むくみをとり、寒さに強くなり、心と胃が暖かくなる、とあ

ります。 

 ラム肉の脂肪の融点は 47℃であり、人間の体温は 37℃前後なので、食べても体に吸収されることないと言

われています（それが太りにくいと言われる所以でもあります！）。 

 ラム肉の肉質は繊細で消化に良く、体の免疫力を高めるとも、消化を助けて胃の壁を保護する働きがある

とも言われています  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

以 上 
 

【本件に関してのお問合せ先】 

株式会社小肥羊ジャパン  広報担当 河（か） 

TEL：03-3560-3817／FAX：03-3560-3853／Mail：info@hinabe.net 

株式会社ウェブクルー 企画 IR グループ 担当 小林 

TEL：03-5561-6087／FAX：03-5561-6081／E-mail：pr@bang.co.jp 


