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業務提携基本合意契約締結のお知らせ 

 

当社は、平成24年7月27日開催の取締役会において、株式会社春陽堂（非上場）及びその子会社である株式

会社茶月（非上場）（以下「春陽堂グループ」という。）との業務提携基本合意契約の締結について決議いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．業務提携の理由  

当社と株式会社春陽堂及びその子会社である株式会社茶月とは、持ち帰り寿し業態として事業内容に共通す

る点が多く存在しており、事業の運営効率化を目的とし、業務提携に関する契約を締結いたします。 

当社は、本日別途開示の「子会社の設立及び事業の一部譲受けに関するお知らせ」にあるとおり、子会社を

設立して春陽堂グループから関東地域直営店 60 店舗及びフランチャイズ 27 店舗の事業を譲受けますが、譲受

け後も共通ブランドである持ち帰り寿し「茶月」、「神田一番寿司」及び「百花撰」の事業を推し進めることか

ら、業務提携基本合意契約による 3者でのシナジーを高めていきたいと考えています。 

 

２．業務提携基本合意の概要  

当社と春陽堂グループは、同じ持ち帰り寿し事業を展開しており、食材等の購買業務、物流業務、広告宣伝

業務、新商品開発販売業務、宅配業務、新規出店業務、フランチャイズ加盟店の募集・運営業務等について協

力し、お互いの事業拡大および経営効率化を目的としてシナジーを高めていくことができます。 

食材・容器等の購買を行うことによる価格交渉、供給段階における品質の向上が狙え、物流業務を協力して

行うことにより大きな物流コストの改善が得られると考えております。 

商品に関しては、共通した広告宣伝と新商品の開発及び当該新商品の発売を行うことができ、各々が実施検

討した広告宣伝と新商品の開発における内容等について必要に応じて情報交換を行い、協力して広告宣伝の実

行及び新商品の発売を行うことが可能となります。譲渡日以後の「茶月」、「神田一番寿司」及び「百花撰」

ブランドにかかる商品開発においては、グランドメニューを含むすべての商品開発と発売の場面において、

各々がブランド力の維持向上を図ることも大きな目的としております。 

また、相互に得意とする宅配業務全般のノウハウの共有、フランチャイズ加盟店の募集・運営業務に関する

ノウハウと指導を相互に共有して効率的に行うことができます。 

新規店舗の出店に関しては、当社と春陽堂グループとで異なる立地特性を活用し、各々が得た物件情報の共

有を行い、各々が適時新規店舗の出店ができる体制を強化するものとするとともに、当該新規店舗の出店に当

たり、設計・建築会社その他、設計・建築・設備設置・設備メンテナンス等にかかる業務の情報交換を行い、

各々の出店投資の効率化を図ってまいります。 

会 社 名  株式会社小僧寿し 

代表者名  代表取締役社長    木村 育生

（ＪＡＳＤＡＱコード９９７３） 

問合せ先  取締役管理本部長   平岡 晋一

（電話番号 03-6226-4400） 



３．業務提携の相手先の概要  

   （１）株式会社春陽堂 

① 商 号  株式会社春陽堂 

② 本店所在地  京都市南区吉祥院清水町２番地 

③ 代表者の役職・氏名  代表取締役社長  岡田 正陽 

④ 事業内容  食材供給・経営指導及び子会社に対する賃貸 

⑤ 資本金  322百万円（平成24年3月31日現在）  

⑥ 設立年月日  昭和25年１月18日  

⑦ 事業年度の末日  3月31日  

⑧ 大株主及び持株比率  岡田 正陽       43.5％ 

岡田 定子       12.9％ 

有限会社明正商事  7.3％ 

岡田 憲三          5.9％ 

浅田 敏子     4.2％   （平成24年3月31日現在）  

  

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 

記載すべき関係はありません。 

⑨ 人的関係 

 取引関係 

 関連当事者への 

該当状況 

⑩ 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

     平成 22 年 3月期 平成 23 年 3月期 平成 24 年 3月期 

純資産 1,269 百万円 1,236 百万円 1,104 百万円

総資産 6,029 百万円 5,707 百万円 6,131 百万円

１株当たり純資産 230.85 円 224.78 円 200.81 円

売上高 5,225 百万円 4,165 百万円 3,677 百万円

営業利益 111 百万円 134 百万円 82 百万円

経常利益 29 百万円 58 百万円 2 百万円

当期純利益 △516 百万円 △33 百万円 △131 百万円

１株当たり当期純利益 △93.83 円 △6.07 円 △23.96 円

１株当たり配当金 -円 -円 -円

※上記に記載される数値は、監査法人による監査を受けておりません。 

   （２）株式会社茶月 

① 商 号  株式会社茶月 

② 本店所在地  京都市南区吉祥院清水町２番地 

③ 代表者の役職・氏名  代表取締役会長  岡田 正陽 

④ 事業内容  寿し小売店の経営及びFC店管理 

⑤ 資本金  10百万円（平成24年3月31日現在）  

⑥ 設立年月日  平成16年10月１日  

⑦ 事業年度の末日  ９月30日  

⑧ 大株主及び持株比率  株式会社春陽堂 100％（平成24年3月31日現在）  

  

上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 

記載すべき関係はありません。 

⑨ 人的関係 

 取引関係 

 関連当事者への 

該当状況 



⑩ 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

     平成 21 年９月期 平成 22 年９月期 平成 23 年９月期 

純資産 △456 百万円 △597 百万円 △759 百万円

総資産 2,360 百万円 2,123 百万円 2,072 百万円

１株当たり純資産 △2,280 千円 △2,985 千円 △3,795 千円

売上高 11,521 百万円 9,337 百万円 7,575 百万円

営業利益 220 百万円 182 百万円 260 百万円

経常利益 △25 百万円 △18 百万円 61 百万円

当期純利益 △209 百万円 △140 百万円 △161 百万円

１株当たり当期純利益 △1,048 千円 △7,047 千円 △809 千円

１株当たり配当金 -円 -円 -円

※上記に記載される数値は、監査法人による監査を受けておりません。 

 

４．日程 

 

  取締役会決議       ：平成 24 年 7月 27 日 

  業務提携基本合意契約締結 ：平成 24 年 7月 27 日 

   

５．今後の見通し 

 

業務提携基本合意契約締結に伴う当社業績に与える影響は、別途開示の「業績予想の修正」をご覧くださ

い。 

 

以 上 


