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(経過)「子会社の設立及び事業の譲受けに関するお知らせ」 

 

当社は、平成20年12月10日付「子会社の設立及び事業の譲受けに関するお知らせ」にて既に開示のとおり、平

成20年12月10日付で新たに当社100％出資子会社である株式会社シークレットテーブル（以下「シークレットテー

ブル社」という。）を設立し、シークレットテーブル社が株式会社フードスコープ（以下「フードスコープ社」と

いう。）の全事業を平成21年２月１日付、平成21年３月１日付並びに平成21年４月１日付で譲受ける予定としてお

りましたが、その経過について下記の通りお知らせ致します。 

当初譲受対象店舗37店舗（当初譲受予定1,205百万円）の内31店舗については、平成21年３月１日付でフードス

コープ社からシークレットテーブル社への譲受は完了致しました。また、平成21年２月13日付け「（経過）子会社

の設立及び事業の譲受けに関するお知らせ」にて既に開示のとおり、３店舗については、フードスコープ社、シ

ークレットテーブル社の両社の合意により、事業の譲受を辞退しております。 

なお、平成21年３月２日付け「（経過）子会社の設立及び事業の譲受けに関するお知らせ」にて既に開示のとお

り、平成21年３月１日付けでフードスコープ社からシークレットテーブル社への事業の譲受け予定としていた１

店舗については、店舗物件の賃貸人より賃借人の同意が得られず、フードスコープ社およびシークレットテーブ

ル社両社の合意によって譲渡対象店舗から除外しております。 

また、平成 21 年４月１日付けでフードスコープ社からシークレットテーブル社へ譲受の予定である残る未了の

２店舗については、継続して店舗物件の賃借権譲渡時に係る条件について賃貸人と交渉中であり、平成 21 年５月

１日付にてフードスコープ社からシークレットテーブル社へ譲受の予定であります。 

 

記  

 

１．平成 21 年２月１日付フードスコープ社からシークレットテーブル社への事業譲受完了済の内容 

（１）譲 受 店 舗 数  25 店舗（対象 37 店舗中） 

（２）譲 渡 価 額  984 百万円 

（３）譲 受 期 日  平成 21 年２月１日 

（４）譲受事業の資産、負債の項目および金額（平成 21 年２月１日時点） 

 



資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

有形固定資産 650 百万円 負債合計 63 百万円

無形固定資産 9 百万円 純資産合計 1,270 百万円

その他資産 672 百万円  

資産合計 1,333 百万円 負債・純資産合計 1,333 百万円

 

 

 

 

 

 

 
※当該、譲受資産、負債の項目および金額については、監査法人による監査を実施中であり、確定 
 したものではございません。 
 なお、負ののれんについては、上記の数値については含めておりません。 

 

２．平成 21 年３月１日付フードスコープ社からシークレットテーブル社への事業譲受完了済の内容 

（１）譲 受 店 舗 数  ６店舗 

（２）譲 渡 価 額  197 百万円 

（３）譲 受 期 日  平成 21 年３月１日 

（４）譲受事業の資産、負債の項目および金額（平成 21 年３月１日現在） 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

有形固定資産 313 百万円 負債合計 33 百万円

無形固定資産 1 百万円 純資産合計 534 百万円

その他資産 252 百万円  

資産合計 567 百万円 負債・純資産合計 567 百万円

 

 

 

 

 

 

 
※当該、譲受資産、負債の項目および金額については、監査法人による監査を実施中であり、確定 
 したものではございません。 
 なお、負ののれんについては、上記の数値については含めておりません。 

 

３．平成 21 年５月１日付譲受予定店舗一覧 

（１）譲 受 店 舗 数  ２店舗 

（２）譲 渡 価 額  74 百万円 

（３）譲 受 期 日  平成 21 年５月１日（予定） 

（４）譲受事業の資産、負債の項目および金額（平成 21 年４月１日現在） 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

有形固定資産 10 百万円 負債合計 2 百万円

無形固定資産 0 百万円 純資産合計 118 百万円

その他資産 110 百万円  

資産合計 121 百万円 負債・純資産合計 121 百万円

 

 

 

 

 

 

 
※当該、譲受資産、負債の項目および金額については、監査法人による監査を実施中であり、確定 
 したものではございません。 

   なお、負ののれんについては、上記の数値については含めておりません。 
 

 



 

（５）譲受事業の売上高（平成 20 年６月期実績） 

純 売 上 高  9,170 百万円 

営 業 利 益  △1,136 百万円 

     ※譲受対象店舗は、当該一部店舗の事業譲受内容の変更により 33 店舗となります。 

    当該譲受対象店舗の平成 20 年６月期実績は、売上高 6,688 百万円、営業利益 124 百万円となって 

   おります。 

  

４．事業譲受の日程 

平成 21 年５月１日  事業譲受日（予定） 

 

５．今後の見通し 

当該事業譲受けに伴う平成 21 年２月期の個別業績及び連結業績に及ぼす影響につきましては、その影響額を現

在精査中であり判明次第開示する予定であります。 

 

以上 



 

≪参考資料≫ 

１．平成 21 年２月１日付譲受完了店舗一覧 

ブランド名 店舗名（屋号） 住所 

今井屋 えびす今井屋總本店 東京都渋谷区恵比寿西 

今井屋 四ツ谷今井屋本店 東京都新宿区四谷 

今井屋 四ツ谷三丁目今井屋本店 東京都新宿区舟町 

今井屋 東京今井屋本店 東京都千代田区丸の内 

今井屋 八重洲今井屋本店 東京都中央区八重洲 

今井屋 名古屋今井屋本店 名古屋市中村区名駅 

今井屋 心斎橋今井屋本店 大阪市中央区東心斎橋 

今井屋 横浜西口今井屋本店 横浜市神奈川区鶴屋町 

今井屋 浜松町今井屋本店 東京都港区浜松町 

今井屋 ミッドタウン今井屋茶寮 東京都港区赤坂 

さかえや さかえや高田馬場總本店 東京都新宿区高田馬場 

さかえや さかえや恵比寿本店 東京都渋谷区恵比寿西 

さかえや さかえや横浜本店 横浜市西区みなとみらい 

さかえや さかえや天満橋本店 大阪市中央区天満橋 

さかえや さかえや浦和本店 さいたま市浦和区東高砂町 

美食米門 美食米門新宿 東京都新宿区新宿 

美食米門 美食米門品川 東京都港区港南 

美食米門 美食米門横浜 横浜市中区新港 

美食米門 美食米門渋谷 東京都渋谷区宇田川町 

美食米門 美食米門六本木 東京都港区六本木 

美食米門 美食米門名古屋 名古屋市中村区名駅 

テーマレストラン 京町恋しぐれ 渋谷 東京都渋谷区道玄坂 

テーマレストラン 原宿エレファントカフェ 東京都渋谷区神宮前 

テーマレストラン キリストンカフェ東京 東京都新宿区新宿 

テーマレストラン 京町恋しぐれ 新宿 東京都新宿区新宿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．平成 21 年２月 13 日付一部店舗の事業譲受に関する変更に伴い譲受対象外となった店舗一覧 

ブランド名 店舗名（屋号） 住所 

テーマレストラン 渋谷エレファントカフェ 東京都渋谷区道玄坂 

テーマレストラン 東あほぼん寺 東京都渋谷区道玄坂 

テーマレストラン キリストンカフェ渋谷 東京都渋谷区道玄坂 

 

３．平成 21 年３月１日付譲受完了店舗一覧 

ブランド名 店舗名（屋号） 住所 

今井屋 新宿今井屋本店 東京都新宿区新宿 

今井屋 西新宿今井屋本店 東京都新宿区西新宿 

MAIMON MAIMON EBISU 東京都渋谷区恵比寿南 

MAIMON MAIMON UMEDA 大阪市北区梅田 

MAIMON MAIMON GINZA 東京都中央区銀座 

美食米門 美食米門梅田 大阪市北区梅田 

 

４．平成 21 年３月１日までに店舗物件の賃貸人より賃借人の同意が得られず、フードスコープ社およ

びシークレットテーブル社両者の合意によって譲渡対象店舗から譲受対象外となった店舗 

ブランド名 店舗名（屋号） 住所 

今井屋 赤坂今井屋本店 東京都港区赤坂 

 

５．平成 21 年５月１日付譲受予定店舗一覧 

ブランド名 店舗名（屋号） 住所 

今井屋 六本木今井屋本店 東京都港区六本木 

テーマレストラン だいぶつころころ渋谷 東京都渋谷区宇田川町 

 

 
 


