
 １

 
平成２０年１１月２１日 

各 位 
会 社 名 ロイヤルホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長 今井明夫 
（コード番号 ８１７９ 東証第一部、福証） 
問合せ先 執行役員広報部長 城島孝寿 
（ＴＥＬ ０３－５７０７－８８７３） 

 
 

当社のグループ内組織再編に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおりグループ内組織再編について決議い

たしましたのでお知らせいたします。 
 

記 

 

Ⅰ．組織再編の目的 

本件グループ内組織再編につきましては、現在の経営環境を踏まえ、グループ全体の効率化を

進め、グループ収益力の強化を図ることを目的としております。当社グループにおきましては、

本年１１月１日付で当社内にグループの全事業を統括する事業統括本部を設置し、この厳しい

経営環境の下、収益性を回復するべく、体制整備を進めておりますが、本件グループ内組織再

編はその一環として位置づけております。当社におきましては、今後もグループ全体最適に結

びつく体制整備を順次進めてまいります。 
なお、個別の組織再編の概要は下記のとおりとなります。 

 
Ⅱ．組織再編の内容 

１．合併 
（１）ロイヤル関東株式会社によるロイヤル東日本株式会社の吸収合併 
（２）ロイヤルカジュアルダイニング株式会社による株式会社ドゥ・レストランツ・ファンの 

吸収合併 
２．会社分割（吸収分割） 

福岡ケータリングサービス株式会社を承継会社とするロイヤル株式会社の機内食事業の 
吸収分割 

３．事業譲渡 
（１）ミセスエリザベスマフィン株式会社の営業店舗の株式会社カフェクロワッサンへの事業 

譲渡 
（２）ロイヤル株式会社の外食フランチャイズ事業の当社への事業譲渡 
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Ⅲ．組織再編の概要 

１．ロイヤル関東株式会社によるロイヤル東日本株式会社の吸収合併 
（１）吸収合併の目的 

ロイヤルホスト業態を中心に事業展開している２社の統合を行うことで、事業基盤の強化

を図るとともに、事業運営体制の効率化を図るものです。 
 

（２）吸収合併の要旨 
①合併方式 
ロイヤル関東株式会社を吸収合併存続会社とし、ロイヤル東日本株式会社を吸収合併消滅

会社とする吸収合併方式によるものとし、ロイヤル東日本株式会社は解散いたします。 
 

②合併効力発生日 
平成２１年１月１日（予定） 
 

③合併当事会社の概要 
 存続会社 消滅会社 
商号 ロイヤル関東株式会社 ロイヤル東日本株式会社 
事業内容 関東地区における「ロイヤルホスト」

等の運営 
北海道・東北地区（新潟県を含む）に

おける「ロイヤルホスト」等の運営 
設立年月日 平成１９年８月１日 平成１７年７月１日 
本店所在地 東京都世田谷区桜新町１丁目３４番

６号 
東京都世田谷区桜新町１丁目３４番

６号 
代表者 代表取締役社長 佐々木徳久 代表取締役社長 根津賢三 
資本金 １億円 １億円 
決算期 １２月３１日 １２月３１日 
株主 当社 １００％ 当社 １００％ 

 
④合併後の状況 
商号 ロイヤル東日本株式会社 
本店所在地 東京都世田谷区桜新町１丁目３４番６号 
代表者 代表取締役社長 佐々木徳久 
資本金 １億円 
決算期 １２月３１日 
株主 当社 １００％ 

※合併効力発生日をもって、商号をロイヤル関東株式会社からロイヤル東日本株式会社に変

更する予定です。 
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２．ロイヤルカジュアルダイニング株式会社による株式会社ドゥ・レストランツ・ファンの吸収

合併 
（１）吸収合併の目的 

専門店を中心に事業展開している２社の統合を行うことで、事業基盤の強化を図るととも

に、事業運営体制の効率化を図るものです。 
 

（２）吸収合併の要旨 
①合併方式 
ロイヤルカジュアルダイニング株式会社を吸収合併存続会社とし、株式会社ドゥ・レスト

ランツ・ファンを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式によるものとし、株式会社ドゥ・

レストランツ・ファンは解散いたします。 
 
②合併効力発生日 
平成２１年１月１日（予定） 

 
③合併当事会社の概要 

 存続会社 消滅会社 
商号 ロイヤルカジュアルダイニング株式

会社 
株式会社ドゥ・レストランツ・ファン

事業内容 「シズラー」および大規模商業施設に

おけるキャフェテリア等の運営 
各種業態レストランの運営 

設立年月日 平成１７年７月１日 平成１５年７月１１日 
本店所在地 東京都世田谷区桜新町１丁目３４番

６号 
東京都世田谷区桜新町１丁目３４番

６号 
代表者 代表取締役社長 用松靖弘 代表取締役社長 前川剛 
資本金 １億円 １億円 
決算期 １２月３１日 １２月３１日 
株主 当社 １００％ 当社 １００％ 

 
④合併後の状況 
商号 ロイヤルカジュアルダイニング株式会社 
本店所在地 東京都世田谷区桜新町１丁目３４番６号 
代表者 代表取締役社長 用松靖弘 
資本金 １億円 
決算期 １２月３１日 
株主 当社 １００％ 

 



 ４

３．福岡ケータリングサービス株式会社を承継会社とするロイヤル株式会社の機内食事業の吸収

分割 
（１）吸収分割の目的 

福岡ケータリングサービス株式会社は、本年７月１日付で全日本空輸株式会社より全株式

を当社が取得し、当社の１００％子会社となりました。福岡空港においては、同じく当社

１００％子会社であるロイヤル株式会社も機内食事業を運営しており、両社の機内食事業

を統合することで、グループとして効率的な機内食事業の運営を推進するものです。 
 
（２）会社分割（吸収分割）の要旨 

①分割方式 
ロイヤル株式会社を分割会社とし、福岡ケータリングサービス株式会社を承継会社とする

吸収分割です。 
 
②分割効力発生日 
平成２１年１月 1 日（予定） 

 
③分割当事会社の概要 

 分割会社 承継会社 
商号 ロイヤル株式会社 福岡ケータリングサービス株式会社 
事業内容 ①「ロイヤルホスト」等のフランチャ

イズ事業 
②東京工場および福岡工場における

食品事業 
③福岡空港における機内食事業 

福岡空港における機内食事業 

設立年月日 平成１７年７月１日 平成３年３月２９日 
本店所在地 福岡市博多区那珂３丁目２８番５号 福岡市博多区那珂５丁目８番３２号 
代表者 代表取締役社長 大野晨生 代表取締役社長 千島良樹 
資本金 １億円 ３億８５百万円 
決算期 １２月３１日 １２月３１日 
株主 当社 １００％ 当社 １００％ 

 
④会社分割後の状況 
商号 福岡インフライトケイタリング株式会社 
本店所在地 福岡市博多区那珂３丁目２８番５号 
代表者 代表取締役社長 千島良樹 
資本金 ３億８５百万円 
決算期 １２月３１日 
株主 当社 １００％ 
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※分割効力発生日をもって、商号を福岡ケータリングサービス株式会社から福岡インフライ

トケイタリング株式会社に変更し、本店所在地も変更する予定です。 
 
 

４．ミセスエリザベスマフィン株式会社の営業店舗の株式会社カフェクロワッサンへの事業譲渡 
（１）事業譲渡の目的 

収益性が厳しく事業基盤の確立に時間を要しているミセスエリザベスマフィン株式会社に

ついて、収益力のある店舗のみを株式会社カフェクロワッサンに事業譲渡することで事業

の安定化を図るとともに、両事業のシナジー効果の発現を図るものです。 
 
（２）事業譲渡の要旨 

①事業譲渡の内容 
ミセスエリザベスマフィン株式会社が運営するマフィン専門店「ミセスエリザベスマフィ

ン」１０店舗のうち６店舗を、株式会社カフェクロワッサンに譲渡するものです。 
なお、ミセスエリザベスマフィン株式会社については、平成２１年度中に清算する予定で

検討をしております。 
 
②譲渡日 
平成２１年１月 1 日（予定） 

 
③当事会社の概要 

 譲受会社 譲渡会社 
商号 株式会社カフェクロワッサン ミセスエリザベスマフィン株式会社 
事業内容 ベーカリーカフェ「カフェクロワッサ

ン」の運営 
マフィン専門店「ミセスエリザベスマ

フィン」の運営 
設立年月日 昭和４７年１０月５日 平成１９年８月１日 
本店所在地 東京都新宿区新宿２丁目１９番１２

号 
東京都世田谷区桜新町１丁目３４番

６号 
代表者 代表取締役社長 上村浩二 代表取締役社長 西原聖子 
資本金 ２億９５５５万円 １０００万円 
決算期 １２月３１日 １２月３１日 
株主および

持株比率 
当社       ８５．１％ 
三井物産株式会社 １４．９％ 

当社 １００％ 
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５．ロイヤル株式会社の外食フランチャイズ事業の当社への事業譲渡 
（１）事業譲渡の目的 

当社１００％子会社であるロイヤル株式会社の「ロイヤルホスト」を中心とするメニュー

企画、マーケティング等の外食フランチャイズ事業を当社に事業移管することで、当社グ

ループの全外食事業を網羅するフランチャイズ事業の構築を図るものです。 
 

（２）事業譲渡の要旨 
①事業譲渡の内容 
当社１００％子会社であるロイヤル株式会社の「ロイヤルホスト」等の外食フランチャイ

ズ事業を当社に移管するものです。 
 
②譲渡日 
平成２１年１月 1 日（予定） 

 
③当事会社の概要 

 譲受会社 譲渡会社 
商号 ロイヤルホールディングス株式会社 ロイヤル株式会社 
事業内容 ①持株会社 

②高速道路サービスエリアにおける

レストラン・売店の運営 

①「ロイヤルホスト」等のフランチャ

イズ事業 
②東京工場および福岡工場における

食品事業 
③福岡空港における機内食事業 

設立年月日 昭和２５年４月４日 平成１７年７月１日 
本店所在地 福岡市博多区那珂３丁目２８番５号 福岡市博多区那珂３丁目２８番５号 
代表者 代表取締役社長 今井明夫 代表取締役社長 大野晨生 
資本金 １３６億７６１７万９７００円 １億円 
決算期 １２月３１日 １２月３１日 
大株主およ

び持株比率 
キルロイ興産株式会社  ８．２７％

（平成２０年６月３０日現在）

当社 １００％ 

 
 
Ⅳ．今後の見通し 

本件組織再編による当社の単体および連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 


