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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 12 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「在宅系サービス事業」の承継に伴い設立された子会社（受け皿会社）が

会社分割の方法により承継を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。 

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大阪府における「在宅系サービス事業」に関し､当社が創業

から 20 余年に亘って行ってきた「在宅系サービス事業」の実績とノウハウをもって、

利用者の意向が尊重され、確実にサービスが継承されること、また、従業員の意向も尊

重され、円滑に雇用が継続されることが可能であるとともに、当社のもうひとつの事業

の柱である有料老人ホーム・グループホーム事業とあわせたトータルな介護サービスを

提供する体制を磐石なものとし、さらなる企業価値の向上を目指し継承することといた

しました。 

 

2. 承継事業の概要 

(1)対象地域 

 大阪府 

(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（移送サービスを含む。）・

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・
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訪問歯科診療支援事業 

 (3)事業承継方法 

  当社は、株式会社コムスンの大阪府における「在宅系サービス事業」を承継するため

に設立された受け皿会社の全株式を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に関するお知

らせ」をご参照ください。） 

  株式会社コムスンは、「在宅系サービス事業」を受け皿会社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。 

  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および届出等の手

続きを行うにあたり、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き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（吸収分割）の日程 

 分割契約等承認取締役会（当社）           平成 19 年９月 12 日 

 受け皿会社の株式譲渡契約締結日           平成 19 年９月 12 日 

 受け皿会社の株式譲渡実行日             平成 19 年９月 12 日 

 分割契約等締結日                  平成 19 年９月 12 日 

 分割契約承認株主総会（受け皿会社）         平成 19 年 10 月 22 日（予定） 

 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） 

(5)分割方式 

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

(6)株式の割当て 

 受け皿会社は、会社分割に際し、株式の割当ては行いません。 

(7)分割交付金の金額および算定方法、算定根拠 

 受け皿会社の株式会社コムスンからの譲渡対価（分割交付金）は、450 百万円でありま

す。（※詳細は下記に記載のとおり） 

 当社は、金額の算定に当り、第三者機関の専門家によるディスカウンテッド・キャッ
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シュフロー法（DCF 法）および類似会社比較法を用いた「在宅系サービス事業」の事業価

値の算定結果を参考に、当該第三者機関の助言およびその他の事項（事業承継によるシ

ナジー効果を含む）の分析結果を踏まえ金額を算定しております。 

 分割交付金の決定については、上記に従い、株式会社コムスンとの間で交渉と協議を

重ねた上で合意に至ったものです。 

都道府県名 承継会社名 譲渡金額 

大阪府 エルケア株式会社 450 百万円 

譲渡価額合計 450 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 

  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、契約上の地位およびこれらの契約に基づく

権利義務ならびに「在宅系サービス事業」に主として従事する全従業員を継承します。 

(11)債務履行の見込み 

  承継会社およ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）承継する事業部門の概要 

  ①経営成績 

平成 19 年 6 月期在宅介護事業 
都道府県名 

売上高 営業利益 

大阪府 4,798 百万円 814 百万円 

※ 業績数値については、本社および支社の費用を除いた支店ベースになります。 

  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 12 日現在） 

(1)商号 
日本ロングライフ株式会社 

（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 昭和 61 年 9 月 17 日 昭和 63 年 
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(4)本店所在地 
大阪市北区中崎西二丁目４番 12

号 

東京都港区六本木六丁目 10 番一号

(5)代表者の氏名 遠藤 正一 樋口 公一 

(6)資本金 1,114 百万円 14,148 百万円 

(7)発行済株式総

数 
55,952 株 3,773,500 株 

(8)純資産 
2,530 百万円（平成 19 年４月 30

日現在） 

△5,159 百万円 

(9)総資産 
8,629 百万円（平成 19 年４月 30

日現在） 

61,563 百万円 

(10)決算期 10 月 31 日 ６月 30 日 

(11)従業員数 
1,137 名（臨時従業員含む）（平

成 19 年４月 30 日現在） 

23,765 名（臨時従業員含む） 

(12)主要取引先 一般顧客、自治体等 各地方自治体等 

遠藤 正一 12.24％

ロングライフ総研㈱ 11.49％

北村 政美 11.32％

ｼﾞｪｲﾋﾟｰﾓﾙｶﾞﾝﾁｪｰｽｼｰｱｰ

ﾙｲｰｴﾌｼﾞｬｽﾃﾞｯｸﾚﾝﾃﾞｨﾝ

ｸﾞｱｶｳﾝﾄ 

3.56％

梅木 健一 1.81％ 

大澤 賢一 1.04％ 

日本ロングライフ従業

員持株会 
0.89％

大阪証券金融㈱ 0.81％ 

田中 朗義 0.73％ 

(13)大株主および

持株比率(19 年 4

月 30 日) 

和田 久一 0.54％ 

グッドウィル･グループ

㈱ 
100％ 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱りそな銀行 
(14)主要取引銀行 

㈱みずほ銀行 

商工組合中央金庫 

資本関係 当該事項ありません。 

人的関係 当該事項ありません。 

取引関係 当該事項ありません。 

(15)当事会社の関

係 

関連当事者への該当状況 当該事項ありません。 
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4.最近３決算期の業績(単位：百万円) 

 日本ロングライフ株式会社 株式会社コムスン 

決算期 
16 年 10

月期 

17 年 10

月期 

18 年 10

月期 

17 年 6

月期 

18 年 6 

月期 

19 年 6

月期 

売上高 2,654 3,368 3,888 50,911 63,855 68,156

営業利益 265 132 35 1,716 2,670 △4,109

経常利益 238 92 6 1,560 2,586 △4,079

当期純利益 142 42 △6 1,158 1,469 △11,282

総資産 5,940 8,104 7,939 23,384 47,407 61,563

純資産 2,694 2,711 2,659 4,653 6,123 △5,159

1 株当り配当金（円) 1,750 1,750 300 - - -

 

以 上 
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