
認定経営資源再活用計画の内容の公表

１ 認定した年月日 平成１８年７月１２日

２ 認定事業者名 ＳＮＣインベストメント株式会社

３ 認定経営資源再活用の目標

（１）経営資源再活用に係る事業の目標

株式会社すかいらーく（以下「すかいらーく社」という。）は、昭和 年に「すかい45
らーく」 号店を出店して以来、ファミリーレストランの先駆者として外食業界をリー1
ドし、我が国において「外食」が産業として発展する過程で中心的役割を担ってきた。現

在、全ての都道府県に を超える店舗を展開することで消費者からの高い認知を獲4,400
得し、そのニーズに応えることで、「外食」を通じた豊かな食生活実現の一助を果たして

きた。

外食産業の市場規模は平成 年の約 兆円をピークに伸び悩んでいるが、チェーン9 30
展開を図る企業を中心に新規出店は依然続いており、また、コンビニエンスストアの持ち

帰り弁当などを中心とした中食市場は 兆円を超える規模まで拡大しているため、フー6
ドサービス産業全体の競争環境は益々激化している。

こうした環境下、すかいらーく社は、これまでデフレ局面に適合した経営戦略を採ってき

たが、今後の本格的な経済回復局面に相応しいビジネスモデルへ転換していくことを標榜し

ている。強力な商品開発力をもとに、原材料調達から最終商品の提供という一貫したプロセ

スを独自に確立・展開していることから、新業態の開発、店舗付加価値の向上、既存店舗の

モデルチェンジ・業態転換を含む大規模なスクラップ＆ビルドを実行していくことで、すか

いらーく社の経営資源の活用には改善の余地があると判断される。

ＳＮＣインベストメント株式会社（以下「ＳＮＣ社」という。）は、こうした観点から、

公開買付けにより創業者株主及び一般株主からすかいらーく社株式の買収を実施し、そ

の後すかいらーく社との株式交換及び合併により更なる一体化を実施することとした。

以上の方策による組織再編成後の新会社は、短期的な業績の波にとらわれず、大胆な戦

略・施策を迅速に遂行する体制を整備し、消費者のニーズに合った店舗展開の実施に集中

して取り組む。この過程でＳＮＣ社は、経営管理の高度化等を図り、すかいらーく社を全

面的にサポートすることで同社の企業価値の更なる向上を目指す。

（２）生産性の向上を示す数値目標

平成 年度には平成 年度に比べて、有形固定資産回転率を ％向上させるこ20 17 30.4
とを目標とする。

４ 経営資源再活用の内容

（１）経営資源再活用に係る事業の内容

① 承継する事業

すかいらーく社の外食（レストラン等の経営）事業、宅配サービス事業など

② 選定理由

すかいらーく社は、ファミリーレストランの先駆者として外食業界をリードしてきてお

り、消費者から高い認知を得て良好な業績を挙げてきた。外食産業の市場規模は減少傾向

にあるが、強力な商品開発力をもとに、「原材料調達」｢食材加工｣「物流｣「調理」｢最終

商品の提供｣という一貫したプロセスを独自に確立していることから、スクラップ＆ビルド



等の戦略を迅速に遂行することにより、更なる企業価値向上を図ることが可能であると判

断して選定した。

③ 経営資源の有効活用の方策

ア 公開買付け等による株式取得、株式交換及び合併

ＳＮＣ社は、すかいらーく社の株式に対する公開買付けによりその株式の大半を取得

する。その後、対価として金銭を交付する株式交換を実施することで、すかいらーく社

の全株式をＳＮＣ社が取得した上で、ＳＮＣ社を存続会社としすかいらーく社を消滅会

社とする合併により更なる一体化を行う。この過程で、すかいらーく社取締役等も一定

の株式数を保有することが予定されている（ ）。MBO

イ 増資

株式取得資金を調達するため、野村プリンシパル・ファイナンス株式会社に対する約

億円の株主割当増資ならびに に対する約 億円の1,036 Asia Eateries Holdings NV 600
株主割当増資を行う。

ウ 事業革新

宅配サービス事業に関しては、これまではすかいらーく社の『ガスト』カンパニーの

一営業部門のみで対応していたが、今後は宅配専門の社内カンパニーとして分離独立さ

せる。これにより、店舗運営と宅配機能を切り離し、店舗の負担を軽減させることがで

きる。また、宅配サービスの改定としてデリバリーステーションシステムの本格導入を

検討することにより、各店舗が混雑している時間帯であっても、ステーションがお客様

の宅配ニーズに直接対応し、宅配サービスに対する社会や市場の潜在的な需要に的確に

対応することで売上増進を図る。

3以上により、計画期間中の宅配部門の売上高伸び率が、宅配サービス業界の過去

ヵ年の売上高伸び率に比べ ポイント上回ることを目標とする。100.9%

エ 既存事業の収益力強化

既存店舗・業態のうち、不採算・不振な店舗・業態に関してはリニューアル・閉鎖・

撤退を進め、経営資源を新業態・サービスの開発、新店舗出店に投入する。経営管理面

については、野村グループの各種リソースや グループ（注）が持つノウハウをCVC
最大限に活用して経営管理の高度化等を図る。具体的には、これまで以上に迅速な意思

決定が図れる体制・仕組みを整備するとともに、企業価値向上への貢献度に応じたイン

センティブプランの導入等を検討することで組織の活性化を促進し、収益力の強化を目

指す。

（注）ＣＶＣグループは、全世界で約１８０億ドル（約２兆円）の基金を運用するプラ

イベート・エクイティ・グループである。

（２）経営資源再活用を行う場所の住所

すかいらーく社

本社所在地 東京都武蔵野市西久保 丁目 番 号1 25 8

（３）経営資源再活用を実施するための措置の内容

別表のとおり



（４）経営資源再活用の実施時期

開始時期：平成 年 月18 7
終了時期：平成 年 月20 12

（５）経営資源再活用に伴う労務に関する事項

① 経営資源再活用の開始時期の従業員数（平成 年 月末時点）17 12
すかいらーく社 ： 名4,275
ＳＮＣ社 ： 名0

② 経営資源再活用の終了時期の従業員数（平成 年 月末）20 12
すかいらーく社（合併後） ： 名4,292

③ 経営資源再活用に充てる予定の従業員数

名4,292

④ ③中、新規に採用される従業員数

名1,184

⑤ 経営資源再活用に伴い出向または解雇される従業員数

なし

（６）その他

該当なし



別表 
 
 １．経営資源再活用の措置の内容 
 措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置

 他の事業者からの事業の承継   

  その他 
（経営資源再活用のための

他の会社の株式の取得） 

 
SNCインベストメント株式会
社による公開買付けによる株

式会社すかいらーく株式の取

得 
 
被取得会社：株式会社すかいら

ーく 
住所：東京都武蔵野市西久保1
丁目25番8号 
代表者氏名：横川 竟 
      伊東 康孝 
資本金：12,904百万円 
取得株式総数： 108,708,950株
（平成17年12月31日時点の発
行済株式総数118,000,000株か
ら自己株式 9,291,050株を除
く） 
取得後の出資割合：議決権の

66.7％～100％（予定） 
実施時期：平成18年6月9日～7
月10日 
 

 
 

  その他 
（経営資源再活用のための

株式交換） 

 
SNCインベストメント株式会
社を完全親会社とし、株式会社

すかいらーくを完全子会社と

する株式の交換 
 
【完全親会社となる会社】 
会社名：SNCインベストメント
株式会社 
住所：東京都千代田区大手町二

丁目2番2号 
代表者氏名：丸山 明     

株式交換前（増資前）の資本

金：3百万円 
株式交換後（増資後）の資本

金：81,821百万円（予定） 
 
【完全子会社となる会社】 
会社名：株式会社すかいらーく

住所：東京都武蔵野市西久保1
丁目25番8号 

 
法第12条 
（特別支配会社へ

の事業譲渡等に関

する特例） 
 
 
法第12条の9 
（合併等に際して

する特定金銭等の

交付に関する特

例） 



代表者氏名：横川 竟 
      伊東 康孝 
資本金：12,904百万円 
 
実施時期：平成18年9月下旬 
 
なお、株式交換に際しては、株

式会社すかいらーく株式保有

株主へ現金を交付することと

し、一株あたりの交付金の額に

ついては第三者機関により算

定。 
 

  合併 
（経営資源再活用のための

合併） 

SNCインベストメント株式会
社を存続会社とし、株式会社す

かいらーくを消滅会社とする

合併 
 
 
存続会社：SNCインベストメン
ト株式会社 
住所：東京都千代田区大手町二

丁目2番2号 
代表者氏名：丸山 明     

合併前の資本金：81,821百万円
 
消滅会社：株式会社すかいらー

く 
住所：東京都武蔵野市西久保1
丁目25番8号 
代表者氏名：横川 竟 
      伊東 康孝 
資本金：12,904百万円 
 
 
合併後の会社：株式会社すかい

らーく（仮） 
住所：東京都武蔵野市西久保1
丁目25番8号 
代表者氏名：横川 竟（予定）

      伊東 康孝(予定) 
資本金：81,821百万円（予定）
 
実施時期：平成19年1月1日（予
定） 
 
なお、存続会社は消滅会社の唯

一の株主であるため、消滅会社

の株主に対する存続会社の株

式の割り当ては行わない。 

租税特別措置法第

80条（認定事業再
構築計画等に基づ

き行う登記の税率

の軽減） 

 



 
２．任意的記載事項の内容 
 措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

 資本の相当程度の増加 ① 増加前の資本金：3百万円
② 増加する資本金：81,818
百万円（予定） 

③ 増資の方法：野村プリン

シパル・ファイナンス株

式 会 社 な ら び に Asia 
Eateries Holdings NVに
対する株主割当増資 

④ 増資の時期：平成18年7月
中旬 

租税特別措置法第

80条（認定事業再構
築計画等に基づき

行う登記の税率の

軽減） 

 事業革新 
 
 

宅配サービス事業に関して

は、これまではすかいらーく

社の『ガスト』カンパニーの

一営業部門のみで対応してい

たが、今後は宅配専門の社内

カンパニーにとして分離独立

させる。これにより、店舗運

営と宅配機能を切り離し、店

舗の負担を軽減させることが

できる。また、宅配サービス

の改定としてデリバリーステ

ーションシステムの本格導入

を検討することにより、各店

舗が混雑している時間帯であ

っても、ステーションがお客

様の宅配ニーズに直接対応

し、宅配サービスに対する社

会や市場の潜在的な需要に的

確に対応することで売上増進

を図る。 
以上により、計画期間中の宅

配部門の売上高伸び率が、宅

配サービス業界の過去3ヵ年
の 売 上 高 伸 び 率 に 比 べ

100.9%ポイント上回ること
を目標とする。 
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