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平成 17 年５月９日 

各 位 

株 式 会 社  焼 肉 屋 さ か い 

代表取締役会長兼社長 坂 井 哲 史 

（JASDAQ・コード：７６２２） 

問 合 せ 先  経 営 企 画 室 長  三 鬼  孝 三 郎 

ＴＥＬ：０３（３８３６）１１２９  

 

簡易合併による子会社の合併に関するお知らせ 

 

 平成 17 年５月９日開催の当社取締役会において、当社は平成17 年７月21 日を期して、当社の100％出資

子会社である株式会社まるさ水産を吸収合併することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 合併の目的 

株式会社まるさ水産は、平成 14 年５月９日の設立以来、当社の 100%出資子会社として鮮魚料理業態

「鮮魚料理まるさ水産」の運営を行ってまいりました。当社事業部として行った１号店の実験検証の結

果、当社の主力事業である焼肉業態とは、食材・メニュー・オペレーションシステムなどが異なり、子

会社による別法人での運営が円滑な事業の推進により適しているとの判断から、分社化を選択いたしま

した。しかしながら、設立３期を経てなお、独立法人としての企業収益性の確保に困難を伴っており、

業態運営の差異はあるものの、業務の効率化による迅速な収益の改善が第一と考え、当社に吸収合併、

重複業務の整理を通じ、収益性の確保に努めていくことといたしました。 

 

２. 合併の要旨 

(1) 合併の日程 

合併契約書承認取締役会    平成 17 年５月９日 

合併契約書調印        平成 17 年５月９日 

合併契約書承認株主総会    商法第 413 条ノ３第１項に定める簡易合併のため、株主総会の承

認を得ずに行ないます。 

合併期日           平成 17 年７月 21 日（予定） 

合併登記           平成 17 年７月 21 日（予定） 

 

(2) 合併方式 

株式会社焼肉屋さかいを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社まるさ水産は解散いたします。 

 

(3) 合併比率 

当社は株式会社まるさ水産の全株式を保有しておりますので、合併による新株の発行及び資本金

の増加は行ないません。 

 

(4) 合併交付金 

合併に伴う合併交付金の支払は行ないません。 
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３. 合併当事会社の概要（平成 16 年 10 月 20 日現在） 

（1）商号 株式会社焼肉屋さかい（合併会社） 株式会社まるさ水産（被合併会社） 

（2）事業内容 「焼肉屋さかい」を始めとする焼肉

レストラン他の直営店ならびにフ

ランチャイズ本部の運営 

鮮魚料理レストラン「鮮魚料理ま

るさ水産」の直営店の運営 

（3）設立年月日 昭和55年５月２日 平成14年５月９日 

（4）本店所在地 東京都千代田区外神田六丁目14番

７号 

岐阜県各務原市蘇原東島町四丁目

56番地 

（5）代表者 代表取締役会長兼社長 坂井 哲

史 

代表取締役社長 坂井 哲史 

（6）資本金 860,768千円 90,000千円 

（7）発行済株式総数 5,622,600株 1,800株 

（8）株主資本 2,202,015千円 △74,462千円 

（9）総資産 16,038,097千円 72,622千円 

（10）決算期 ４月20日 ４月20日 

（11）従業員数 392名 58名 

（12）主要取引先 一般顧客 一般顧客 

（13）大株主及び持株

比率（平成16年10月20

日現在） 

坂井 大介 24.36% 

有限会社サカイ産業 24.27% 

井川 賢二 4.62% 

坂井 哲史 3.58% 

株式会社焼肉屋さかい 100.00% 

（14）主要取引銀行 株式会社十六銀行 

株式会社東京三菱銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社十六銀行 

資本関係 当社の100％出資子会社 

人的関係 当社代表取締役が代表取締役を兼務 

当社執行役員が取締役を兼務 

被合併会社の社員は全員が合併会社よりの出向 

（15）当事会社の関係 

取引関係 当社から不動産を賃借 

（注）株式会社まるさ水産は平成 17 年４月 25 日に当社を引受人とする第三者割当増資を実施し、平成17 年

５月９日現在、同社の資本金は190,000 千円となっており、債務超過の状態を解消しております。 

 

（16）最近３決算期間の業績                            (単位：百万円) 

 株式会社焼肉屋さかい（合併会社） 株式会社まるさ水産（被合併会社） 

決算期 14 年４月期 15 年４月期 16 年４月期 14 年４月期 15 年４月期 16 年４月期 

売上高 14,092 16,288 16,699 ― 1,195 1,856 

営業利益 △473 888 192 ― △92 △21 

経常利益 △540 840 88 ― △87 △11 

当期純利益 △652 259 △199 ― △88 △13 

1 株当たり当期純

利益（円） 
△116.52 46.95 △36.83 ― △63,541.53 △7,392.45 

1 株当たり配当金

（円） 
5.00 10.00 10.00 ― ― ― 

1 株当たり株主資

本（円） 
530.41 559.49 520.73 ― 578.81 △6,813.64 
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４. 合併後の状況 

(1) 商号        株式会社焼肉屋さかい 

(2) 事業内容      「焼肉屋さかい」を始めとする焼肉レストラン他の直営店ならびにフランチ           

ャイズ本部の運営 

(3) 本店所在地     東京都千代田区外神田六丁目14 番７号 

(4) 代表者       代表取締役会長兼社長 坂井 哲史 

(5) 資本金       863 百万円 （注）本合併による資本金の増加はありません。 

(6) 総資産       155 億円（2 億円） 

  （注）（ ）内は合併による増加見込分です。なお、上記数値は平成 17 年５

月９日現在の予測に基づき算出しております。 

(7) 決算期       ４月 20 日 

(8) 業績に与える影響  本合併による連結業績への影響は軽微です。 

 

以  上 


