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株式会社コムスンの子会社株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社コムスン（以下コムスンという）の在宅系介護事業の移

行を円滑に行うために設立された子会社（受け皿会社）5 社の全株式を取得し、子会社化することを決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、同日開催の当該子会社の臨時株主総会において、商号、代表者の変更を決議いたしましたので、あ

わせてお知らせいたします。 

 

記 
 
1. 株式取得の目的 

株式会社コムスンの在宅系介護事業の承継を目的に47都道府県ごとに設立された子会社（受け皿会社）

のうち、当社が承継する長野県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県の5府県に該当する受け皿会社5社

の株式を取得し、事業承継を円滑に行うものであります。 

 

2. 異動する子会社の概要 

（1）臨時株主総会決議前 

 

（1）商号 コムスン長野事業承継 
株式会社 

コムスン岐阜事業承継 
株式会社 

コムスン愛知事業承継 
株式会社 

（2）代表者 代表取締役 片山 浩樹 代表取締役 片山 浩樹 代表取締役 片山 浩樹 

（3）本社所在地 
東京都港区六本木六丁目

10番1号 

東京都港区六本木六丁目

10番1号 

東京都港区六本木六丁目

10番1号 

（4）設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日 平成19年8月31日 

（5）主な事業内容 在宅介護事業 在宅介護事業 在宅介護事業 

（6）事業年度の末日 3月31日 3月31日 3月31日 

（7）従業員数 0名 0名 0名 

（8）主な事業所 本店 本店 本店 

（9）資本金 1円 1円 1円 

（10）発行済株式総数 1株 1株 1株 

（11）大株主及び 

持株比率 

株式会社コムスン 

（100％） 

株式会社コムスン 

（100％） 

株式会社コムスン 

（100％） 



                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2）臨時株主総会決議後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3．最近事業年度における業績の動向 

   当該子会社は、コムスンの在宅系介護事業を移行するために設立された受け皿会社であり、事業開始

前であるため当該事項はございません。 

 

 

 

 

（1）商号 コムスン京都事業承継 
株式会社 

コムスン兵庫事業承継 
株式会社 

（2）代表者 代表取締役 片山 浩樹 代表取締役 片山 浩樹 

（3）本社所在地 
東京都港区六本木六丁目

10番1号 

東京都港区六本木六丁目

10番1号 

（4）設立年月日 平成19年8月31日 平成19年8月31日 

（5）主な事業内容 在宅介護事業 在宅介護事業 

（6）事業年度の末日 3月31日 3月31日 

（7）従業員数 0名 0名 

（8）主な事業所 本店 本店 

（9）資本金 1円 1円 

（10）発行済株式総数 1株 1株 

（11）大株主及び 

持株比率 

株式会社コムスン 

（100％） 

株式会社コムスン 

（100％） 

（1）商号 株式会社ニチイケア長野 株式会社ニチイケア岐阜 株式会社ニチイケア愛知 
（2）代表者 代表取締役  越川 裕子 代表取締役 栢本 康生 代表取締役 速水 修二 

（3）本社所在地 
東京都港区六本木六丁目

10番1号 

東京都港区六本木六丁目

10番1号 

東京都港区六本木六丁目

10番1号 

（4）主な事業内容 在宅介護事業 在宅介護事業 在宅介護事業 

（5）事業年度の末日 3月31日 3月31日 3月31日 

（6）資本金 1円 1円 1円 

（7）発行済株式総数 1株 1株 1株 

（8）大株主及び 

持株比率 

株式会社ニチイ学館

（100％） 

株式会社ニチイ学館

（100％） 

株式会社ニチイ学館

（100％） 

（1）商号 株式会社ニチイケア京都 株式会社ニチイケア兵庫 
（2）代表者 代表取締役 山西 良弘 代表取締役 毛利 晴一 

（3）本社所在地 
東京都港区六本木六丁目

10番1号 

東京都港区六本木六丁目

10番1号 

（4）主な事業内容 在宅介護事業 在宅介護事業 

（5）事業年度の末日 3月31日 3月31日 

（6）資本金 1円 1円 

（7）発行済株式総数 1株 1株 

（8）大株主及び 

持株比率 

株式会社ニチイ学館

（100％） 

株式会社ニチイ学館

（100％） 



                            
4．株式の取得先 

（1） 商号 株式会社コムスン 

（2） 代表者 代表取締役社長 樋口 公一 

（3） 本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号 

（4） 主な事業内容 在宅介護事業、施設介護事業、シニアレジデンス等 

（5） 資本金 14,148百万円 

（6） 当社との関係 資本関係、人的関係及び取引関係はございません。 

 

5．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

 

6．日程 

平成19年9月13日 取締役会決議 

  平成19年9月13日  株式譲渡契約締結 

  平成19年9月13日 株式引渡し 

 

7. 今後の見通し 

  今期の当社連結財務諸表における最終的な影響額については、現段階では未確定であります。確定した

時点で速やかにお知らせします。 

 

 

以 上 

 株式会社ニチイケア長野 株式会社ニチイケア岐阜 株式会社ニチイケア愛知

（1）異動前の所有株式数 
0株 

（議決権の数0個） 

0株 

（議決権の数0個） 

0株 

（議決権の数0個） 

（2）取得株式数 
1株（取得価格1円） 

（議決権の数1個） 

1株（取得価格1円） 

（議決権の数1個） 

1株（取得価格1円） 

（議決権の数1個） 

（3）異動後の所有株式数 
1株（所有割合100％） 

（議決権の数1個） 

1株（所有割合100％） 

（議決権の数1個） 

1株（所有割合100％） 

（議決権の数1個） 

 株式会社ニチイケア京都 株式会社ニチイケア兵庫

（1）異動前の所有株式数 
0株 

（議決権の数0個） 

0株 

（議決権の数0個） 

（2）取得株式数 
1株（取得価格1円） 

（議決権の数1個） 

1株（取得価格1円） 

（議決権の数1個） 

（3）異動後の所有株式数 
1株（所有割合100％） 

（議決権の数1個） 

1株（所有割合100％） 

（議決権の数1個） 


