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平成 27 年１月 13 日 

各  位 

 

東京都品川区東五反田五丁目 10 番 18 号 

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 

代表取締役社長  岡本 晴彦 

(コード番号：3387  東証第一部) 

問い合わせ先 専務取締役 川井 潤 

電話 03-5488-8001（代表） 

 

当社及び当社完全子会社の共同新設分割（簡易分割）による 

新会社設立に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、平成 27 年３月１日を効力発生日として株式会社クリエイ

ト・レストランツ・ホールディングス （以下「当社」という）及び株式会社クリエイト・レスト

ランツ（以下「CR 社」という）は、当社の「Patisserie IKEDAYAMA」に関する事業及びベーカリー・

スイーツに関するブランド開発部門、並びに CR 社の「JEAN FRANCOIS」及び「Little Pie Factory」

に関する事業（以下総称して「本件事業」という）を新たに設立する株式会社グルメブランズカン

パニー（以下「新設分割設立会社」という）に承継させること（以下「本新設分割」という）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。 

なお、本新設分割は連結子会社と共同で行う共同新設分割（簡易分割）であるため、開示事項及

び内容を一部省略しております。 

記 

 

１．会社分割の背景及び目的 

当社グループ事業会社や他社にはない、「独自性」や「特異性」のある「付加価値の高い商品」

を専門的かつ戦略的に開発し、多様なブランドの創出を目指します。 

 

２．会社分割の要旨 

(1) 会社分割の日程 

平成 27 年１月 13 日   分割計画書承認取締役会（当社、CR社） 

平成 27 年３月 １日   分割効力発生日（予定）  

  (注)本新設分割は、会社法第 805 条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、当社及

び CR 社の株主総会の承認は省略いたします。 

 

(2) 会社分割の方式 

当社及び CR 社を新設分割会社とし、株式会社グルメブランズカンパニーを新設分割設立会

社とする共同新設分割（簡易分割）です。 
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(3) 会社分割に係る株式の割当て 

新設分割設立会社は、本新設分割に際して普通株式 200 株を発行し、その全てを当社に割

り当てます。 

 

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

新設分割会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

(5) 会社分割により増減する資本金 

本新設分割による資本金の減少はありません。 

 

(6) 新設分割設立会社が承継する権利義務 

新設分割設立会社は、新設分割計画書に定められた事業に関して有する資産、負債、契約

上の地位等の権利義務を承継いたします。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本新設分割により、新設分割会社及び新設分割設立会社が負担すべき債務については、履

行の見込みに問題はないものと判断しております。 
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３．会社分割当時会社の概要 

(1)商号 

株式会社クリエイト・レスト

ランツ・ホールディングス   

新設分割会社         

（平成 26 年２月 28 日現在）

株式会社クリエイト・ 

レストランツ         

新設分割会社         

（平成 26 年２月 28 日現在）

株式会社グルメ 

ブランズカンパニー   

新設分割設立会社    

（平成 27 年３月１日予定）

(2)本店所在地 
東京都品川区東五反田５丁目

10 番 18 号 

東京都品川区東五反田５丁目

10 番 18 号 

東京都品川区東五反田５丁目

10 番 18 号 

(3)代表者 代表取締役社長 岡本 晴彦 代表取締役社長 池田 宏 代表取締役社長 石井 克二

(4)事業内容 
レストラン・フードコートの

運営 

レストラン・フードコートの

運営 

新規ブランド開発、ベーカリ

ー・スイーツの店舗運営、  

業務受託事業等 

(5)資本金 1,012 百万円 100 百万円 10 百万円 

(6)設立年月日 平成９年４月 22 日 平成 22 年１月 15 日 平成 27 年３月１日 

(7)発行済株式

総数 
31,574,214 株 2,000 株 200 株 

(8)決算期 ２月末日 ２月末日 ２月末日 

(9)大株主及び

持株比率 

株式会社後藤国際商

業研究所 

46.78

%

株式会社クリエイト・

レストランツ・ホール

ディングス 

100% 株式会社クリエイト・

レストランツ・ホール

ディングス 

100%

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信

託銀行株式会社（信

託口） 

3.89%

株式会社ユリッサ 2.84%

岡本 晴彦 2.52%     

ｻﾞﾊﾞﾝｸｵﾌﾞﾆｭｰﾖｰｸﾒﾛﾝ

ｱｽﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄﾋﾞｰｴﾇﾜｲｴ

ﾑｴｲｴｽｲｰｴｲﾀﾞｯﾁﾍﾟﾝｼｮ

ﾝｵﾑﾆﾊﾞｽ 140016 

1.80%     

川井 潤 1.28%     

野村信託銀行株式会

社（投信口） 
0.96%     

資産管理サービス信

託銀行株式会社（証

券投資信託口） 

0.94%     

岡本 利紗子 0.89%     

岡本 侑里子 0.89%     

 

４．新設分割会社の最近３連結会計年度の財政状態及び経営成績（連結） 

    (1)当社 

  平成 24 年２月期 平成 25 年２月期 平成 26 年２月期 

純資産 6,127 百万円 3,744 百万円 9,332 百万円

総資産 16,514 百万円 19,047 百万円 35,819 百万円

1株当たり純資産 400.09 円 414.93 円 889.80 円

売上高 34,624 百万円 37,167 百万円 52,523 百万円

営業利益 2,715 百万円 2,693 百万円 3,702 百万円

経常利益 3,558 百万円 2,827 百万円 3,796 百万円

当期純利益 1,314 百万円 1,317 百万円 1,811 百万円

1株あたり当期純利益 85.84 円 107.43 円 183.66 円
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   (2)CR 社 

  平成 24 年２月期 平成 25 年２月期 平成 26 年２月期 

純資産 1,131 百万円 375 百万円 450 百万円

総資産 6,904 百万円 6,878 百万円 3,304 百万円

1株当たり純資産 3452.14 円 3439.30 円 1652.25 円

売上高 35,701 百万円 35,261 百万円 35,549 百万円

営業利益 1,779 百万円 488 百万円 563 百万円

経常利益 1,799 百万円 505 百万円 571 百万円

当期純利益 1,031 百万円 275 百万円 350 百万円

1株あたり当期純利益 515.59 円 137.83 円 175.49 円

 

５．分割する事業部門の概要 

(1) 分割する部門の事業内容 

ベーカリー・スイーツに関するブランド開発(CAMP)、並びに「Patisserie IKEDAYAMA」、

「JEAN FRANCOIS」、「Little Pie Factory」に関する事業の運営、及び業務受託事業等。 

 

(2) 分割する部門の経営成績（平成 26 年２月期） 

(単位：百万円)

  分割事業(a) 当社連結実績(b) 比率(a/b) 

売上高  798 52,523  1.51%

 

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格（平成 26年 10 月 31 日現在） 

(単位：千円)

資産 負債 

流動資産 3,221 流動負債 0

固定資産  5,955 固定負債 0

合計  9,176 合計 0

 （注）本新設分割により承継する資産及び負債については、平成 26 年 10 月 31 日現在の貸借対

照表その他の同日現在の計算を基礎として、これに分割効力発生日までの増減を加除した

上で確定いたします。 

 

６．会社分割後の新設分割会社の状況 

本新設分割による当社及び CR 社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、

決算期の変更はありません。 

 

７．今後の見通し 

本新設分割による当社連結業績への影響はありません。 

 

以上 


