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1984年、吉祥寺駅の近くに26坪の「居酒
屋鳥良」としてスタート。「日本を豊かにする
『食』の専門店集団をめざす」というビジョ
ンを掲げ、現在、手羽先唐揚・鶏料理専門
店の「鳥良」や魚介特化型居酒屋の「磯
丸水産」など約90 店舗を展開。

SFPダイニング株式会社
（以下SFP）

2010年12月にポラリスの投資を受け、東日本大震災という未曽有の事態を経験
しながらも安定した成長を続け、2013年5月にはポラリスの手を離れて株式会社
クリエイト・レストランツ・ホールディングス（以下、「クリエイト・レストラ
ンツ」）のグループ企業として新たにスタートを切られました。そこで今回は、
企業価値向上のプロセスに直接関わられた、取締役副社長の光行康明さんと執行
役員経営企画本部長坂本聡さんにお話を伺いました。

磯丸水産鳥良

投資先企業の

声 PEファンドの役割やポラリス
の特徴について、普段あまり
語られることのない「投資を
受ける企業」の視点からご紹
介します。

含め、幹部社員が誰一人退職していな
いことは、そのひとつの証左だと思い
ます。

－投資決定後、ポラリスとの協働はす
ぐにうまくいきましたか？
坂本氏：そうですね、初回の会議の時
は、現状の数字で未達の部分について
厳しい言葉をいただきました。今に
なって分かるのですが、おそらく、あ
る程度の緊張感を経営陣に与えたかっ
たのではないでしょうか。ポラリスが
投資した直後に100日プランというも
のを作成しました。これは中期経営計
画を作り、企業価値向上のために必要
な打ち手をあぶりだしていく作業なの
ですが、一方では、その期間は両社の
すり合わせの期間であったとも思いま
す。当社の強みにポラリスのバリュー
を重ねてゆくためには、相互理解が不
可欠でした。そのために私がSFP側の
「通訳」のような役割を務め、ポラリ
ス側では、同社の関端さんがこちらの
言葉を一生懸命翻訳して社内に説明し
てくれたようです。

－ポラリスはかなり密接に業務に関
わったのでしょうか？
光行氏：はい、初期の段階では、ポラ
リスの木村社長は週1回ペース、担当
者の方は週2～3回のペースで当社に
来られていました。時には、厳しいコ
メントもあったのですが、それは単に
数字を達成させるためではなく、社員
個々の顔を見て、それぞれの職務で成

－初めに、ポラリスから投資を受けた経
緯を教えていただけますでしょうか？

光行氏：当社は1984年に創業したい
わゆるオーナー企業で、2010年当時、
事業承継の課題が目前にありました。
選択肢としては、事業会社への売却と
ファンド資本の受け入れの2つがあり
ましたが、事業会社は「相手先の色が
つく」という懸念があり、創業者の思
いを残したいという視点からすぐに検
討対象から外されました。結果として
は、4～5社あった候補のファンドか
らポラリスを選びました。投資面での
条件は各ファンドとも大きな差は無
かったのですが、ハンズオンで課題に
取り組む、という姿勢に共感したこと
が大きな理由です。実は検討過程で当
社からいろいろと質問を投げかけた際、
他のファンドは担当者が回答してきた
のですが、ポラリスだけは木村社長自
らが全ての質問に回答してくれました。
これが一番大きな決定要因でした。

－ファンドからの投資が決まったときの
社員の方の反応はいかがでしたか？

坂本氏：本件は機密性の高い内容でし
たので、多くの幹部は直前になって知
らされました。確かに非常に大きな
ショックを受けましたが、一方で、社
長の寒川が社に残ることを明言したの
で、不安はかなり和らぎました。そし
て「IPOを目指す」という明確な目標
を示したことで、全社員でがんばって
いこうという機運が生まれたように思
います。ポラリスの投資期間の前後を

候補地の選定のために非常に多くの
データを集め精緻な分析をするように
なりました。当社でもある程度ノウハ
ウはあったのですが、ポラリスから
様々なアドバイスを頂き、今では売上
予想から想定投資回収期間、既存店と
の比較などを7～8ページに渡る分析
レポートを用意した上で、検討会議に
かけます。恐らく他社でここまでやっ
ている会社はほとんど無いでしょう。

－今回のクリエイト・レストランツへ
の譲渡はどのような意味を持つので
しょう
光行氏：当社は最終的にはIPOを目指
しており、その方針を理解いただいた
上での譲渡なので、かなり異例かもし
れません。この2年強の投資期間で、
様々な機能が強化されたことが大きな
理由でしょう。少なくとも、ポラリス
の投資期間を経ずに、いきなり事業会
社の傘下に入っていたら、当社の主体
性は維持できなかったでしょう。その
意味でこの投資期間はひとり立ちのた

めの準備期間だったとも言えます。

－SFPの今後について教えていただけ
ますか
坂本氏：当社はもともと経営方針とし
て、いたずらに数字を追うのではなく、
「皆さんに元気になってもらえるよう
な美味しい料理を出す店を、社員の成
長にあわせて一店一店着実に出してい
く」と考えております。その積み重ね
によって、ご来店されたお客様も、当
社も幸せになってゆく。ひいては日本
経済を力づける一助にもなればと思っ
ています。
光行氏：先ほど申し上げましたように、
IPOはそう遠くない将来に実現したい
と思います。ポラリスが投資した年の
営業利益率は約7%と業界でも高水準
でしたが、現在では約9%に達し、売
り上げ規模も1.5倍近くに成長しまし
た。どんな企業にも大きく飛躍する時
期があると思いますが、当社は今がそ
の時だと思います。IPOに向けて社員
が一丸となって進むためにも、この勢
いを活かした成長のストーリーを描い
ているところです。

長できるように言葉をかけてくださっ
たのだと思います。特に、先述の関端
さんからは、SFPの人間よりSFPのこ
とが好きなんじゃないかというくらい
の情熱を感じました。そして何より、
ポラリスの木村社長と、当社の寒川と
の間に強い信頼関係を構築できるに
至ったことは、すべてのことを円滑に
進めることができるようになった最大
のポイントだと思います。

－具体的に経営面で変わったことはあ
りますか？
坂本氏：当社はもともと感性の経営と
いうより、経営指標として様々な数字
を見ていたので、ポラリスから全く新
しい指標を教わったということではな
く、むしろそれらの数字を如何に活用
するか、という点において大いに学ぶ
ことがありました。従来は漠然と、ま
た必要な時だけデータを見ていたよう
なところもあったのですが、ポラリス
が投資してからは、全ての数字を常時
モニターし、変化があった場合、理由
を考え対策をとるというPDCAのサ
イクルが身についたと思います。
光行氏：新店舗出店計画についても、

事業承継のためのファンド活用
創業者の思いを生かす

ファンドとの信頼関係
構築が最大のポイント

ひとり立ちのための準備期間
上場へ向けて前進

取締役副社長　光行  康明 氏

執行役員経営企画本部長　坂本  聡 氏

トピックス
2013年4月：SFPダイニング株式
会社の株式を譲渡いたしました

6ページでご紹介したSFPダイニング株式
会社（以下、SFP）のポラリス所有全株式を4

月30日付で、東証マザーズ上場の株式会社
クリエイト・レストランツ・ホールディングス（以下、
クリエイト・レストランツ）に譲渡いたしました。
ポラリスは、SFPの株式上場を全面的に

支援し、昨年秋、SFPの取引先等の安定株
主複数社に約30％の株式を譲渡しており、
今回は残りの全株譲渡となりました。
両社は、事業展開において補完関係にあ

り、クリエイト・レストランツとの資本提携にお
いて引き続き株式上場を目指していくことが、
SFPの更なる企業価値向上に繋がるものと
考え、株式譲渡をいたしました。ポラリスが投
資していた2年強の間に、営業利益は約1.8

倍になりました。経営陣を初め、会社の皆様
も今回の譲渡を大変喜んでいただいており、
次ページのような感謝のメッセージや品をい
ただきました。

2013年4月：ソシエ・ワールド株式
会社の株式を取得いたしました

4月1日付で、昨年7月に設
立した3号ファンドの第一号
案件として、持株会社SWP

ホールディングスを通じて、株
式会社ソシエ・ワールドの株式を100％取得
いたしました。
ソシエ・ワールドは、ミドル～ハイエンドな顧
客層を対象としたエステティックサロンを中心
に、ヘアーサロン及びスポーツクラブを運営し
ています。特にエステティックサロンでは30年
以上続く老舗として高いブランド力を持ち、百
貨店や高級ホテルへの出店を進め、優良な
固定客を確保して、安定した事業基盤を有し
ております。また、25年前に業界で初めて海
外進出を果たし、進出先の台湾では17店舗
を展開しており同地では日本に勝るとも劣ら
ない高いブランド力を保持しております。
今後は、ポラリスが持つ豊富な成長支援

経験に基づき、ソシエ・ワールドの成長戦略を
全面的に支援し、企業価値の向上に努めて
いきます。

2013年8月：トップツアー株式会社
の株式を譲渡いたしました

8月30日付で、トップツアー株式会社（正確
にはその持株会社であるティラミスホール
ディングス株式会社）の全株式を東武鉄道
株式会社に譲渡いたしました。
トップツアーは、全国に116か所および北
米、アジア、欧州、豪州のネットワークを有す
る旅行会社であり、特に訪日旅行、団体旅行
の分野において高いプレゼンスを有してお
り、専門性の高い旅行会社としての競争優
位性の確立と仕組化を推進してまいりまし
た。その結果、リーマンショック、新型インフル
エンザ、東日本大震災といった厳しい外部環
境にも関わらず、ポラリスが投資していた約6

年間に、安定した収益基盤を築きました。
このたび、トップツアーが東武鉄道グルー

プの一員として、東京スカイツリーや、日光、鬼
怒川温泉等の東武グループ沿線の観光地
の商材を活用して商品造成力を強化していく
ことが見込まれるなど、様々なシナジー効果が
期待でき、将来の更なる企業価値向上に繋
がるものと考え、株式譲渡をいたしました。
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SFPダイニング経営陣からの
　　　　　御礼メッセージと美酒
ポラリスの皆様へ

長いようで短い2年の日々
私たちは本当に多くのことを学び成長させていただきました。

これからもさらに飛躍してゆくことをお約束し
感謝の気持ちを込めてこのDVD※をお贈りします。

SPFダイニング株式会社
代表取締役会長　寒川　良作

▶東日本大震災でSFPダイニングとポラリスが
真剣に事業に向き合い、危機対応に当たって
乗り越えることができた。あのことがあっ
て、ポラリスとの信頼関係は一層深まったと
思います。（寒川会長）

▶結局のところ、売上げと利益を伸ばしていく
ことこそが、お互い（SFPとポラリス）の目
標であり幸せにつながるんです。社員も目の
色を変えて頑張っていますし、計画以上に目
標を達成できているので、今は全てが上手く
いっていると思います。（寒川会長）

出所：CEO社長情報 第4号
　　　（2012年10月号）

（※）経営幹部各人からのポラリスへの感謝のメッセージが収録されたDVD。

光行氏：当社は最終的にはIPOを目指
しており、その方針を理解いただいた
上での譲渡なので、かなり異例かもし
れません。この2年強の投資期間で、
様々な機能が強化されたことが大きな
理由でしょう。少なくとも、ポラリス
の投資期間を経ずに、いきなり事業会
社の傘下に入っていたら、当社の主体
性は維持できなかったでしょう。その
意味でこの投資期間はひとり立ちのた

http://www.polaris-cg.com/




