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株式会社アークミールの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、2019 年 12 月 26 日開催の取締役会において、株式会社アークミール（本社：東

京都中央区、以下「アークミール社」といいます。）の全株式を取得し子会社化することに

ついて全会一致で決定し、同日付にて株式会社吉野家ホールディングスと株式譲渡契約を

締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

1. 株式取得の目的及び内容 

当社は、「食を通じて地域社会の豊かな生活文化の向上に貢献すること」を経営理念に掲

げ、焼肉レストラン「安楽亭」「七輪房」など、食材の安全・安心に徹底してこだわった飲

食店を、関東圏を中心に 219 店舗（直営 158 店舗、FC45 店舗、暖簾 16 店舗、2019 年 12

月 26 日現在）展開しております。 

アークミール社は「ステーキのどん」「どん亭」「フォルクス」「don イタリアーノ」のブ

ランドにて、ステーキレストランおよびしゃぶしゃぶレストランをメインに 158 店舗（2019

年 11 月末時点）展開しております。長年に渡り特徴あるレストランブランドを運営してお

り、国内で高い認知度を有しています。 

近年の外食業界において、原材料価格や人件費等のコスト上昇、消費者の根強い節約志向

など厳しい経営環境が続く中、当社は今後も持続的成長を遂げるべく、お客様の多様なニー

ズにお応えできる店舗作りを進め、経営基盤を強化する方法を模索してまいりました。 

この度のアークミール社の子会社化につきましては、当社の主要業態である焼肉と、アー

クミール社のステーキ、しゃぶしゃぶ業態との間で、食材や店舗オペレーションなど共通部

分が多く、今後数多くのシナジーを発揮していくことが可能であると考えております。これ

を機に、当社グループは、より一層の収益基盤拡大・強化を図り、企業価値の更なる向上を

目指してまいります。 



2. 取得する子会社の概要 （2019 年 12 月 26 日現在）  

 

3. 株式取得の相手先の概要  

（1）名称 株式会社アークミール 

（2）所在地 東京都中央区日本橋箱崎町 36 番２号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 栗岡 琢也 

（4）事業内容 ステーキ、ハンバーグ、しゃぶしゃぶ等のレストランチェーン

店の展開 

（5）資本金 100 百万円 

（6）設立年月日 1970 年７月１日 

（7）大株主及び持株比率 株式会社吉野家ホールディングス 100％ 

（8）当社との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当事項 該当事項はありません。 

（9）当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態（個別） 

決算期 2017 年 2 月期 2018 年 2 月期 2019 年 2 月期 

総資産 10,458 百万円 10,013 百万円 8,269 百万円 

純資産 1,998 百万円 1,792 百万円 △337 百万円 

1 株あたり純資産 13.74 円 12.32 円 △2.32 円 

売上高 22,754 百万円 22,406 百万円 20,205 百万円 

営業利益 182 百万円 212 百万円 △930 百万円 

経常利益 148 百万円 229 百万円 △947 百万円 

当期純利益 △306 百万円 △140 百万円 △2,116 百万円 

1 株当たり当期純利益 △2.11 円 △0.96 円 △14.54 円 

1 株当たり配当金 －円 －円 －円 

（1）名称 株式会社吉野家ホールディングス 

（2）所在地 東京都中央区日本橋箱崎町 36 番２号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 河村 泰貴 

（4）事業内容 吉野家事業、はなまる事業、アークミール事業、京樽事業他 

（5）資本金 102 億 65 百万円 

（6）設立年月日 1958 年 12 月 27 日 

（7）純資産（個別） 94,680 百万円（2019 年２月期） 

（8）総資産（個別） 47,277 百万円（2019 年２月期） 



 

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況  

（1）異動前の所有株式数 ０株（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：0％） 

（2）取得株式数 145,526,469 株（議決権の数：145,526 個） 

（3）取得価額 相手先の意向により開示を差し控えます。ただし、当社の業

績およびキャッシュフローに対する影響は極めて軽微な金

額にて設定しております。 

（4）異動後の所有株式数 145,526,469 株（議決権の数：145,526 個） 

（議決権所有割合：100％） 

 

５. 日程  

（1）取締役会決議日   2019 年 12 月 26 日 

（2）本譲渡契約書締結日 2019 年 12 月 26 日  

（3）株式譲渡日       2020 年 ２月 29 日  

 

６．今後の見通し  

本件について、当社が 2019 年 5 月 14 日に開示いたしました 2020 年 3 月期通期連結業

績予想には折り込んでおりません。本件が、当社の 2020 年 3 月期通期連結業績に与える影

響は現時点では確定しておりません。今後、適時開示が必要になった場合には速やかにお知

らせいたします。なお、2020 年 3 月期第４四半期当社連結決算よりアークミール社を子会

社化する予定です。 

以上 

（9）大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 9.0％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4.9％ 

JP モルガン証券株式会社 2.7％ 

吉翔会 1.4％ 

JP MORGAN CHASE BANK 385151 1.0％ 

資産管理サービス信託銀行株式会 0.9％ 

大樹生命保険株式会社 0.8％ 

STATE STREET BANK WEST CLIENT － TREATY 505234 0.6％ 

メリルリンチ日本証券株式会社 0.5％ 

ハニューフーズ株式会社 0.5％ 

（10）当社との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当事項 該当事項はありません。 


