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ライフサポート株式会社の株式取得に関するお知らせ
当社は、平成 25 年 12 月 16 日開催の取締役会において、ライフサポート株式会社(以下、
LS 社)の株式取得を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１. 株式取得の理由
当社グループは、持株会社である当社を含む 13 社で構成し、注文住宅事業、不動産事
業、断熱材事業、不動産賃貸事業等を展開しております。特に、近年は積極的なＭ＆Ａ
により事業領域の拡大を図ってまいりました。今後加速する高齢化社会に対応すべく新
たな事業展開を模索するなか、本年 10 月には介護事業会社へ出資を行う等、介護事業へ
の本格参入に向け準備をすすめております。
一方、LS 社は、保育所の運営、自治体と連携した保育関連サービスの運営受託及び訪
問保育等の保育事業、並びに老人ホームの運営、訪問・通所介護及び居宅介護支援等の
介護事業の両輪で、福祉サービスを展開しております。
当社は、
「住」を共通項としたサービスへの事業領域拡大及び収益モデルの多様化を指
向しており、更なる高齢化社会へ対応する住宅商品の開発に資するノウハウの獲得等、
既存事業との相乗効果も期待できることから、LS 社を当社グループに加えることで企業
価値向上を図れるものと判断し、LS 社の株式取得を決議いたしました。
２. 異動する持分法適用会社(ライフサポート株式会社)の概要
(１) 商号

ライフサポート株式会社

(２) 本店所在地

東京都新宿区新宿二丁目５番 10 号

(３) 代表者の役職･氏名

代表取締役社長 西﨑修治
福祉サービス業(保育所・有料老人ホームの運営、訪問介
護・居宅介護支援、ベビーシッターサービス等)
307 百万円

(４) 事業内容
(５) 資本金
(６) 設立年月日
(７) 大株主および
持株比率

平成７年２月２日
株式会社明光ネットワークジャパン
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40.00%

(平成 25 年９月 30 日現在)

株式会社 Yurara

18.40%

(８)上場会社と当該会社の関係
当社と当該会社との間には､記載すべき資本関係はありま
せん。また､当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者
及び関係会社の間には､特筆すべき資本関係はありません。
当社と当該会社との間には､記載すべき人的関係はありま
せん。また､当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者
及び関係会社の間には､特筆すべき人的関係はありません。
当社と当該会社との間には､記載すべき取引関係はありま
せん。また､当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者
及び関係会社の間には､特筆すべき取引関係はありません。

資本関係

人的関係

取引関係

(９)当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態
決算期

平成 22 年９月期

売上高

平成 23 年９月期

平成 24 年９月期

2,934,824 千円

3,123,850 千円

3,407,516 千円

営業利益

141,433 千円

37,315 千円

35,642 千円

経常利益

135,567 千円

179,473 千円

94,648 千円

60,995 千円

87,473 千円

34,663 千円

12,199.02 円

17,494.66 円

6,932.78 円

2,500 円

1,250 円

純資産

535,100 千円

610,073 千円

548,716 千円

総資産

3,137,368 千円

3,822,373 千円

3,495,770 千円

106,840.03 円

121,834.69 円

109,563.24 円

当期純利益
1 株あたり当期純利益
1 株あたり配当金

1 株あたり純資産

－

３. 株式取得の相手先の概要
(１)商号

株式会社明光ネットワークジャパン

(２)本店所在地

東京都新宿区西新宿七丁目 20 番１号

(３)代表者の役職・氏名

代表取締役社長

(４)事業内容

学習塾等の直営およびフランチャイズ事業

(５)資本金

972 百万円

(６)設立年月日

昭和 59 年９月

(７)純資産

11,813 百万円

(８)総資産

16,557 百万円

(９) 大株主および持株比率

明光株式会社
ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー
渡邉 弘毅

(平成 25 年８月 31 日現在)

(１０)

上場会社と当該会社の関係
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渡邉弘毅

15.70%
13.61%
11.13%

資本関係

人的関係

取引関係

関連当事者への
該当状況

当社と当該会社との間には､記載すべき資本関係はありま
せん。また､当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者
及び関係会社の間には､特筆すべき資本関係はありません。
当社と当該会社との間には､記載すべき人的関係はありま
せん。また､当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者
及び関係会社の間には､特筆すべき人的関係はありません。
当社と当該会社との間には､記載すべき取引関係はありま
せん。また､当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者
及び関係会社の間には､特筆すべき取引関係はありません。
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、
当該会社の関係者および関係会社は、当社の関連当事者に
は該当しません。

４. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況
(１)異動前の所有株式数

(２)取得株式数

－株
議決権の個数
議決権所有割合
2,000 株

(３)取得価額

520 百万円

(４)異動後の所有株式数

2,000 株
議決権の個数
2,000 個
議決権所有割合 40.00％

－個
－％

５. 日程
(１)取締役会決議

平成 25 年 12 月 16 日

(２)株式譲渡契約締結

平成 25 年 12 月 18 日(予定)

(３)株式譲渡期日

平成 25 年 12 月 18 日(予定)

６. 今後の見通し
本件株式取得による平成 25 年 12 月期の当社連結業績への影響は、軽微であります。
今後、LS 社代表取締役社長西﨑修治氏等からの同社株式の取得により子会社化する予
定です。
以
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上

