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当社の子会社である株式会社 SPARKS の訴訟等に関する対応及び社内調査の経過報告 

 

 平成21年12月 29日に開示いたしましたとおり、当社では、当社の完全子会社である株式会社SPARKS

（以下「SPARKS」と言う。）における訴訟の提起等に関する調査委員会を設置し、SPARKS における訴訟

等の事実究明及びその他滞留債務等把握に努めておりますが、その途中経過についてご報告いたしま

す。 

 

①訴訟の内容等 
Ⅰ．平成 21 年２月９日付訴状 

１． 訴訟された者 

株式会社 SPARKS（以下「スパークス」と言う。）及び他 1名。 

 

２． 訴訟を提起した者 

 (１) 望月年恭（元株式会社 CQ エンターテイメント（現エスエー）取締役） 

山口哲和（元株式会社 CQ エンターテイメント（現エスエー）取締役） 

  

３． 訴訟の内容及び請求額 

 (１) 訴訟の内容 

   労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及びその間の金員の支払 

 (２)  請求金額 

   21,991,293 円及び遅延損害金 

 

４． 当社の対応 

当社では、平成 21 年 12 月 17 日臨時取締役会を開催し、本件訴訟につき訴状及び経緯を精査い

たしました。その結果原告 2 名のスパークスに対する地位確認及び金員の支払義務は無く、スパ

ークスの正当性を確信しており、今後当社及びスパークスに与える影響は軽微と判断いたしまし

た。なお、本件は若葉町法律事務所、斉藤弁護士を代理人として、法廷において係争中でありま

す。 



（財）財務会計基準機構会員 

Ⅱ．平成 21 年５月 13 日付訴状 

１． 訴訟を受けた者 

株式会社 SPARKS（以下「スパークス」と言う。）並びに他２名。 

 

２． 訴訟を提起した者 

 (１)名   称 株式会社エスエー（旧社名株式会社 CQ エンターテイメント） 

 (２)所 在 地      横浜市戸塚区前田町 501 番地 7-106 

 (３)代 表 者 高桑昌彦 

 

３． 訴訟の内容及び請求額 

(１)訴訟の内容 

建物の明け渡し及び動産の引き渡し、並びに不法行為に基づく損害賠償請求等 

 (２)請求金額 

   41,137,834 円及び延滞損害金 

 

４． 当社の対応 

当社では、引き続き平成 21 年 12 月 17 日臨時取締役会にて、本件訴訟につき訴状及び経緯を精

査し、その結果原告の主張する建物の明け渡し及び動産の引き渡しの義務はスパークスには無く、

スパークスの主張の正当性を確信しており、スパークスへの事業譲渡は正当なプロセスにて行わ

れたと判断し、今後当社及びスパークスに与える影響は軽微と判断いたしました。また、本件代

理人及び当社顧問弁護士からの意見も当社取締役会と同等のものでありました。なお、本件は井

口・中城総合法律事務所、中城弁護士を代理人として、法廷で係争中であります。 

 

Ⅲ．平成 21 年７月 30 日付訴状 

１．訴訟の原因及び提起に至った経緯 

株式会社エスエーからの営業譲渡にともなう賃借権の無断譲渡及び賃貸契約の解除を求め

SPARKS 及び他 2名を相手方とし提訴を提起したものであります。 

 

２． 訴訟を提起した者 

 (１)名   称 ニチビル株式会社 

 (２)所 在 地      東京都港区西新橋二丁目５番 10 号 

 (３)代 表 者 横手昭道 

 

３． 訴訟の内容及び請求額 

 (１)訴訟の内容 

   建物明渡等請求訴訟 

 (２)請求金額 

   5,363,171 円及び遅延損害金 

 

４． 当社の対応 

   当社では、平成 21年 12 月 24 日社内調査委員会を設置し、訴状等の確認を行いましたが、本件

は平成 21年 11 月 27 日付で判決が出ており、その内容は原告の請求を全面に認めるものでありま

す。当社及び SPARKS は平成 22 年 1月 13 日に相手方代理人弁護士と直接面談し、その結果、建物
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内の残地物と看板等の撤去を 1 月中に実施し、その後、原状回復工事や未払い賃料の支払につい

て、協議を行うことと致しました。 

 

Ⅳ．平成 21 年 10 月 16 日付訴状 

１． 訴訟の原因及び提起に至った経緯 

SPARKS に対し平成 21 年４月以降の賃料の支払及び賃貸契約の解除を求め SPARKS 他 1 名を相手

方とし訴訟を提起したものであります。 

 

２． 訴訟を提起した者 

 (１)氏 名 川口善行 

 

３． 訴訟の内容及び請求額 

(１)訴訟の内容 

建物明渡等請求訴訟 

 (２)請求額 

   3,366,818 円及び遅延損害金 

 

４． 当社の対応 

   当社では、染井・前田・中川法律事務所、染井弁護士を代理人といたしました。平成 22 年 1月

14 日、答弁書及び擬制陳述の上申書を送付済であり、平成 22 年２月 25 日判決予定日までの間に、

裁判外交渉による和解を求め、その結果をもって裁判所から和解期日の指定を取り付ける方針で

す。 

 

Ⅴ．平成 21 年 11 月５日付訴状 

１． 訴訟の原因及び提起に至った経緯 

SPARKS に対し平成 21 年６月から同年９月 11 日までのメニューチラシの配布に関する業務委託

費の支払を求め、SPARKS を相手方として提訴を提起したものであります。 

 

２． 訴訟を提起した者 

 (１)名   称 株式会社フットワーク 

 (２)所 在 地      東京都江戸川区平井三丁目 19 番 17 号 

 (３)代 表 者 高橋雅樹 

 

３． 訴訟の内容及び請求額 

(１)訴訟の内容 

業務委託料請求訴訟 

 (２)請求額 

   3,616,482 円及び遅延損害金 

 

４． 当社の対応 

   当社では、弁護士の選定と併行して、相手方代理人に直接当社及び SPARKS から面談の申し入れ

を行う予定です。次回口頭弁論期日は平成 22 年 1月 26 日となります。 
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Ⅵ．平成 21 年 11 月 13 日付訴状 

１． 訴訟の原因及び提起に至った経緯 

SPARKS に対し平成 21 年８月から同年９月末までの商品代金の支払を求め、SPARKS を相手方と

し訴訟を提起したものであります。 

 

２． 訴訟を提起した者 

 (１)名   称 トーヨーライス株式会社 

 (２)所 在 地      東京都中央区銀座五丁目 10番 13 号 

 (３)代 表 者 雑賀慶二 

 

３． 訴訟の内容及び請求額 

(１)訴訟の内容 

売買代金請求訴訟 

 (２)請求額 

   2,399,501 円及び遅延損害金 

 

４． 当社の対応 

   当社では、弁護士の選定と併行して、相手方代理人に直接当社及び SPARKS から面談の申し入れ

を予定しております。次回口頭弁論期日は平成 22年 1 月 26 日となります。 

 

Ⅶ．平成 21 年 11 月 27 日付訴状 

１．訴訟の原因及び提起に至った経緯 

   SPARKS に対し平成 21 年５月以降の駐車料及び同年６月以降の賃料、賃貸契約の解除、原状回復

工事費用の支払を求め、SPARKS 他 1 名を相手方とし訴訟を提起したものであります。 

 

２．訴訟を提起した者 

 （１）名   称 株式会社松田商会 

 （２）所 在 地 東京都中央区八重洲一丁目８番 16 号 

 （３）代 表 者 松田弘子 

 

３．訴訟の内容及び請求額 

 （１）訴訟の内容 

   建物明渡等請求訴訟 

 （２）請求額 

   21,771,950 円及び遅延損害金 

 

４．当社の対応 

   当社では、染井・前田・中川法律事務所、染井弁護士を代理人といたしました。平成 22 年 1月

14 日、答弁書及び擬制陳述の上申書を送付済であり、次回口頭弁論期日は平成 22 年２月 24 日と

なります。 

 

Ⅷ．平成 21 年 12 月３日付訴状 

１．訴訟の原因及び提起に至った経緯 



（財）財務会計基準機構会員 

   SPARKS に対し平成 21 年２月以降の割賦金の支払及び物件の返還を求め、SPARKS 他 1 名を相手

方とし訴訟を提起したものであります。 

 

２．訴訟を提起した者 

 （１）名   称 GE フィナンシャルサービス株式会社 

 （２）所 在 地 東京都港区赤坂五丁目２番 20 号 

 （３）代 表 者 安渕聖司 

 

３．訴訟の内容及び請求額 

 （１）訴訟の内容 

   割賦金請求訴訟 

 （２）請求額 

   43,305,300 円及び遅延損害金 

 

４．当社の対応 

   当社では、染井・前田・中川法律事務所、染井弁護士を代理人といたしました。平成 22 年 1月

20 日、答弁書及び擬制陳述の上申書を送付済であり、次回口頭弁論期日は平成 22 年 1 月 26 日と

なります。 

 

Ⅸ．平成 21 年 12 月 11 日付訴状に代わる準備書面 

１．訴訟の原因及び提起に至った経緯 

   SPARKS に対し平成 21 年７月から同年９月までのメニューチラシの配布に関する業務委託費の

支払を求め、SPARKS を相手方として訴訟を提起したものであります。 

 

２．訴訟を提起した者 

 （１）名   称 株式会社拓志企画 

 （２）所 在 地 東京都豊島区南大塚二丁目 42 番９号 

 （３）代 表 者 湯本厚志 

 

３．訴訟の内容及び請求額 

 （１）訴訟の内容 

   請負代金請求訴訟 

 （２）請求額 

   4,323,572 円及び遅延損害金 

 

４．当社の対応 

   当社では、染井・前田・中川法律事務所、染井弁護士を代理人といたしました。平成 22 年 1月

14 日、答弁書及び擬制陳述の上申書を送付済であり、次回口頭弁論期日は平成 22 年２月 24 日と

なります。 

   

Ⅹ．平成 21 年 12 月 15 日付訴状 

１．訴訟の原因及び提起に至った経緯 

   SPARKS に対して平成 21 年５月から７月までの業務委託費の一部の支払いを求め、SPARKS を相



（財）財務会計基準機構会員 

手方として訴訟を提起したものであります。 

 

２．訴訟を提起した者 

 （１）名   称 株式会社サティスファクトリーインターナショナル 

 （２）所 在 地 東京都中央区八丁堀三丁目 12 番８号 

 （３）代 表 者 小松武司 

 

３．訴訟の内容及び請求額 

 （１）訴訟の内容 

   委託料請求訴訟 

 （２）請求額 

   300,555 円及び遅延損害金 

 

４．当社の対応 

   当社では、社内調査委員会を設置し、訴状等の確認を行いましたが、本件は平成 22 年１月７日

付で判決が出ており、その内容は原告の請求を全面に認めるものであります。当社及び SPARKS は

既に相手方と連絡を取っており、近々に面談を実施し、支払い条件等について協議を行うことと

致しました。 

 

②仮差押決定の内容等 

１． 決定があった裁判所及び年月日 

東京地方裁判所 平成 21 年 11 月９日 

 

２．当該差押を申立てた者 

 （１）名   称 株式会社電通 

 （２）所 在 地 東京都港区東新橋一丁目８番 1号 

 （３）代 表 者 高嶋達佳 

 

３．差押の対象 

  SPARKS が契約する計 13 店舗の敷金または保証金計 6,000 万円 

 

４．差押を申し立てられるに至った経緯並びに申立及び決定の内容 

   SPARKSに対して平成21年８月31日に支払うべき放送料及びCM制作費計２億4,570万円の支払

いを求め、SPARKS を相手方として訴訟を提起したものに基づくものであります。 

 

５． 当社の対応 

  当社では、染井・前田・中川法律事務所、染井弁護士を代理人とし、経緯確認のため、東京地裁

に仮差押の経緯記録に対する謄写を請求しております。 

 

③支払督促等 

 4 件：12,076,575 円 

 

④今後の見通しと対応について 
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社内調査委員会では、前回判明している訴訟等以外の訴訟の有無について調査した結果、新た

に判明した訴訟及び支払い督促はございませんでした。 

また、未払債務等についての調査は引き続き継続中であり、詳細が判明次第開示していく次第

であります。 

今後の対応といたしまして当社および SPARKS は、訴訟対応と共に債権者との交渉を行い、支払

い方法等について協議していく予定であります。また、株式交換に係る会計処理につきましても

早急に判断を行い、決定次第開示していく次第であります。 

以  上 


