
 

 

 

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1 丁目 13 番 15 号  電話 03-5974-7788   FAX 03-5974-7016 

平成 19 年 9 月 10 日 

 

各      位 

会 社 名  株式会社ジャパンケアサービス 

代表者名  代表取締役社長 徳山 幸善 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号７５６６ ） 

問合せ先      取締役  池田 尚 

（TEL．   ０３－５９０７－７００７） 

 

子会社における株式会社コムスンの在宅系サービス事業の会社分割による 

事業承継に関するお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

当社は、平成 19 年 9 月 10 日開催の取締役会において、グッドウィル・グループ株式会社の子会

社である株式会社コムスンの「在宅系サービス事業」を、当社の子会社となる株式会社コムスンの

「在宅サービス事業」の承継に伴い設立された子会社（受け皿会社）13 社が会社分割の方法により

承継することを決議するとともに、分割契約も締結しましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

また、受け皿会社 13 社の臨時株主総会の承認を受けていることもあわせてお知らせいたします。 

本日、別途開示されています「株式会社コムスンの子会社株式の取得（子会社化）に関するお知

らせ」についても、ご参照下さい。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

記 

１．会社分割による事業承継の目的 

 株式会社コムスンが営む 13 都道県の「在宅系サービス事業」の承継について、利用者へのサービ

スの継続、従業員の継続雇用を基本とし、「サービスの質の向上」「法令遵守の徹底」を最優先とし、

今後の新しい組織体制を構築いたします。 

あわせて事業承継を今後の事業展開の大きな柱と考え、当社の営業基盤の確保・拡大を図り、さ

らなる企業価値の向上をめざし承継することといたしました。 

 尚、本件につきましては当社平成 19 年 9 月 4日付「株式会社コムスン在宅系サービス事業の事業

承継応諾に関するお知らせ」に基づく内容に従い、進めてまいりました。 
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２．承継事業の概要 

 (1)対象地域 

  北海道 岩手県 秋田県 山形県 福島県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 

  石川県 福井県（以上 13 都道県） 

 

 (2)対象事業 

  介護予防を含む居宅介護支援事業・訪問介護サービス事業（含む移送サービス）・訪問看護サー  

 ビス事業・訪問入浴介護サービス事業・福祉用具貸与事業（および販売事業）・通所介護事業・小 

 規模多機能型居宅介護事業・障害者自立支援事業・地域支援事業・訪問歯科診療支援事業 

 ※事業所数等については、別添添付資料 1,2 を参照下さい 

 

 (3)事業承継方法 

  当社は、株式会社コムスンの 13 都道県の「在宅系サービス事業」を承継するために設立された

13 社の受け皿会社の全株式をそれぞれ１円にて譲り受けます。（受け皿会社の概要については、本

日、別途開示されています「株式会社コムスンの子会社株式の取得（子会社化）に関するお知ら

せ」をご参照下さい。） 

  株式会社コムスンは、「在宅系サービス事業」を 13 社の受け皿会社に吸収分割の方法でそれぞ

れ承継させるとともに、受け皿会社は、法令に基づき事業を行うために必要な許認可申請・届出

等の手続きを速やかに行います。 

  13 社の受け皿会社は、「在宅系サービス事業」の対価として、株式会社コムスンに分割交付金を

支払います。 

  会社分割は、「在宅系サービス事業」に関する権利義務を包括的に承継させるものであり、権利

義務ごとに個別の移転行為を要する事業譲渡と比較して、在宅系サービス事業をより円滑に承継

させることができます。 

移行先が「在宅系サービス事業」の運営のため新たに認可取得の申請及び届出等の手続を行う

にあたり、会社分割によって新たに会社を設立する新設分割の方法の場合、当該分割の効力発生

日以降にかかる手続を行うことができるのに対し、あらかじめ設立された受け皿会社に事業を承

継させる吸収分割の方法の場合、受け皿会社の設立後であれば分割の効力発生日前にかかる手続

を行うことができ、後者の方がより迅速に事業を承継させることができるため今回の事業承継の

方法を採用いたしました。 

 

 (4)会社分割の日程 

  分割契約等承認取締役会（当社）           平成 19 年 9 月 10 日 

  13 受け皿会社の株式譲渡契約締結日        平成 19 年 9 月 10 日 

13 受け皿会社の株式譲渡実行日          平成 19 年 9 月 10 日 

分割契約等締結日                 平成 19 年 9 月 10 日 

  分割契約承認株主総会（13 受け皿会社）      平成 19 年 9 月 10 日 

  会社分割の効力発生日               平成 19 年 11 月 1 日（予定） 

  分割登記                     平成 19 年 11 月 1 日（予定） 



3 

  事業開始                      平成 19 年 11 月 1 日（予定） 

 

 (5)分割方式 

  株式会社コムスンを分割会社とし、13 受け皿会社を承継会社とする物的吸収分割となります。 

 

 

 (6)株式の割当て 

  会社分割に際し、株式の割当ては行いません。 

 

 (7)金額および算定方法、算定根拠 

   13 受け皿会社の株式会社コムスンからの譲受対価（分割交付金）は、2,254 百万円でありま

す。 

   当社は、金額の算定に当り、第三者機関の助言に基づき、ディスカウンテッド・キャッシュ

フロー法（ＤＣＦ法）および類似会社比較法を用い、13 都道県の「在宅サービス事業」の金額

を算定しております。 

   最終金額については、株式会社コムスンと同社の直近業績を基に協議の上、決定する予定で

あります。 

都道府県名 承継会社名 価 額 

北海道  コムスン北海道事業承継株式会社 350 百万円 

岩手県 コムスン岩手事業承継株式会社 20 百万円 

秋田県 コムスン秋田事業承継株式会社 20 百万円 

山形県 コムスン山形事業承継株式会社 60 百万円 

福島県 コムスン福島事業承継株式会社 32 百万円 

栃木県 コムスン栃木事業承継株式会社 32 百万円 

埼玉県 コムスン埼玉事業承継株式会社 300 百万円 

千葉県 コムスン千葉事業承継株式会社 350 百万円 

東京都 コムスン東京事業承継株式会社 650 百万円 

神奈川県  コムスン神奈川事業承継株式会社 300 百万円 

新潟県 コムスン新潟事業承継株式会社 90 百万円 

石川県 コムスン石川事業承継株式会社 32 百万円 

福井県 コムスン福井事業承継株式会社 18 百万円 

合 計 2,254 百万円 

  (8)承継により増加する資本金の額等 

    該当ありません。 

 

  (9)分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

    該当ありません。 

 

 



(10)受け皿会社が承継する権利義務 

13 受け皿会社は、効力発生日において、別途分割契約書に定める「在宅系サービス事業」

（前掲(2)の対象事業）に属する資産、負債、契約上の地位及びこれらの契約に基づく権利義

務並びに「在宅系サービス事業」に主として従事する全従業員を承継します。 

 

(11)債務履行の見込み 

承継会社及び分割会社が分割後にそれぞれ負担する債務については、いずれも履行の見込

みに問題はないものと判断しております。 

 

  (12)分割する事業地域の概要 

   ①経営成績 

   北海道 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 2,100 百万円 

営業利益 272 百万円 

 

 

 

   岩手県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 314 百万円 

営業利益 32 百万円 

 

 

 

   秋田県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 326 百万円 

営業利益 68 百万円 

 

 

 

   山形県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 586 百万円 

営業利益 68 百万円 

 

 

 

   福島県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 429 百万円 

営業利益 27 百万円 

 

 

 

   栃木県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 643 百万円 

営業利益 30 百万円 

 

 

 

   埼玉県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 2,482 百万円 

営業利益 350 百万円 
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   千葉県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 2,262 百万円 

営業利益 378 百万円 

 

 

 

   東京都 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 7,816 百万円 

営業利益 935 百万円 

 

 

 

   神奈川県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 2,295 百万円 

営業利益 342 百万円 

 

 

 

   新潟県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 865 百万円 

営業利益 160 百万円 

 

 

 

   石川県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事業 

売上高 355 百万円 

営業利益 45 百万円 

 

 

 

   福井県 
 平成 19 年 6 月期在宅介護事 

売上高 295 百万円 

営業利益 81 百万円 

 

 

 

   ②資産および負債の状況 

 承継会社の資産と負債の金額につきましては、現在集計中であり、確定次第お知らせいたします。 

 

 

３．当事会社の概要（平成 19 年 9 月 10 日現在） 

(1)商号 
株式会社ジャパンケアサービス 

（承継会社の完全親会社） 
株式会社コムスン 

(2)事業内容 

 

介護サービス事業 

在宅介護 

施設介護 

シニアレジデンス 

(3)設立年月日 平成 2年 12 月 25 日 昭和 63 年 

(4)本社所在地 東京都豊島区北大塚一丁目 13 番 15 号 東京都港区六本木六丁目 10 番一号 

(5)代表者の氏名 徳山 幸善 樋口 公一 

(6)資本金 3,030 百万円 14,148 百万円 

(7)発行済株式総数 8,262,000 株 3,773,500 株 
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(8)純資産 3,837 百万円  (平成 19 年 3月 31 日現在) 4,653 百万円 

(9)総資産 8,395 百万円  (平成 19 年 3月 31 日現在) 23,384 百万円 

(10)決算期 3 月 31 日 6 月 30 日 

(11)従業員数 2,684 名    (平成 19 年 3月 31 日現在) 23,765 名（臨時従業員含む） 

(12)主要取引先 介護サービス利用者､一般顧客､自治体等 各地方自治体等 

対馬 徳昭 17.51％

帝人ファーマ㈱ 9.92％

田口 晴義 7.01％

ﾋﾟｰｴﾇﾋﾞｰﾊﾞﾘﾊﾞｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ 

ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟﾘｽ ｼﾞｬｽﾃﾞｯｸ ﾌﾗﾝｽ 
5.23％

ｼﾞｪｰﾋﾟｰﾓﾙｶﾞﾝﾁｪｰｽ ｼﾞｬｽﾃﾞｯｸ 

ﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ｱｶｳﾝﾄ 
4.61％

三井住友海上火災保険㈱ 4.27％

日本トラスティ・サービス 

信託銀行㈱（信託口） 
3.06％

㈱北海道銀行 2.86％

(13)大株主及び 

   持株比率 

(19 年 3 月 31 日現在) 

㈱北洋銀行 2.86％

 

 

 

 

 

グッドウィル・グループ㈱ 

 

 

 

 

 

100％ 

(14)主要取引銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱北洋銀行 

㈱北海道銀行 

 

商工組合中央金庫 

資本関係 当該事項はありません 

人的関係 当該事項はありません 
取引関係 当該事項はありません 

(15)当事会社の関係 

関連当事社への該当状況 当該事項はありません 

 

 

４．最近３決算期間の業績                        （単位：百万円） 

 株式会社ジャパンケアサービス 株式会社コムスン 

決算期 17 年 3 月期 18 年 3 月期 19 年 3 月期 17 年 6 月期 18 年 6 月期 19 年 6 月期 

売上高 

（百万円） 
7,533 8,179 7,830 50,911 63,855 68,156

営業利益 

（百万円） 
247 50 △286 1,716 2,670 △4,109

経常利益 

（百万円） 
206 2 350 1,560 2,586 △4,079

当期純利益

（百万円） 
241 97 133 1,158 1,469 △11,282
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総資産 

（百万円） 
7,418 7,908 8,395 23,384 47,407 61,563

純資産 

（百万円） 
3,811 3,863 3,837 4,653 6,123 △5,159

１株当り純

利益（円・銭） 
29.30 11.79 24.59 307.05 389.54 △2,990.03

１株当り純

資産（円・銭） 
461.35 467.61 472.94 1,233.091 1,622.63 △1,367.39

１株当たり 

配当金（円） 
- 8 10 - - -

 

５．子会社における会社分割後の状況 

  確定次第お知らせいたします。 

 

６．連結会計処理の概要 

  のれんの額については、確定次第お知らせいたします。 

 

７．業績に与える影響  

  業績に与える影響につきましては、確定次第お知らせいたします。 

 

                                        以 上 

 

                             



添付資料１

北海道 岩手県

事業所数 60 ヶ所 事業所数 10 ヶ所

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
看護･通所介護･介護ﾀｸｼｰ 他

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
看護･通所介護･介護ﾀｸｼｰ 他

顧客数 3,242 名 顧客数 469 名

正社員 205 名 正社員 52 名

非常勤 671 名 非常勤 90 名

秋田県 山形県

事業所数 7 ヶ所 事業所数 13 ヶ所

事業内容
居宅介護支援･訪問介護
訪問看護･介護タクシー 他

事業内容
居宅介護支援･訪問介護
介護タクシー･障害者自立支援

顧客数 418 名 顧客数 744 名

正社員 38 名 正社員 67 名

非常勤 96 名 非常勤 132 名

福島県 栃木県

事業所数 13 ヶ所 事業所数 14 ヶ所

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
看護･通所介護･訪問入浴 他

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
看護･通所介護･訪問入浴 他

顧客数 640 名 顧客数 873 名

正社員 72 名 正社員 73 名

非常勤 126 名 非常勤 185 名

埼玉県 千葉県

事業所数 44 ヶ所 事業所数 48 ヶ所

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
看護･通所介護･訪問入浴 他

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
看護･通所介護･訪問入浴 他

顧客数 2,683 名 顧客数 2,610 名

正社員 203 名 正社員 201 名

非常勤 741 名 非常勤 640 名

東京都 神奈川県

事業所数 92 ヶ所 事業所数 34 ヶ所

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
入浴･障害者自立支援 他

事業内容
居宅介護支援･訪問介護
通所介護･障害者自立支援 他

顧客数 8,104 名 顧客数 2,822 名

正社員 900 名 正社員 196 名

非常勤 1,246 名 非常勤 636 名



添付資料２

新潟県 石川県

事業所数 15 ヶ所 事業所数 6 ヶ所

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
看護･通所介護･訪問入浴 他

事業内容
居宅介護支援･訪問介護･訪問
看護･通所介護･訪問入浴 他

顧客数 1,168 名 顧客数 463 名

正社員 81 名 正社員 39 名

非常勤 197 名 非常勤 87 名

福井県
※ 事業所数は、平成19年8月1日現在｡

事業所数 6 ヶ所 　　それ以外は、平成19年6月30日現在。

事業内容
居宅介護支援･訪問介護
障害者自立支援･居宅･重度

顧客数 366 名

正社員 24 名

非常勤 71 名
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