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問 合 せ 先     

  
常 務 取 締 役 

管 理 本 部 長 瀧 村 明 泰  

（TEL ０６－６３７３－９１９１） 

  

 連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ 

  

当社は、平成 20年８月１日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるロングライ

フエージェンシー株式会社ならびにロングライフプランニング株式会社（以下、両社）の全

株式を同日付けで取得し、両社を完全子会社化することを決議し、株式譲渡契約の締結を行

いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１． 株式の追加取得の理由 

ロングライフエージェンシー株式会社は、当社と株式会社朝日広告社と株式会社ＣＤＧの３

社の出資により広告代理事業を営むことを目的に平成 18年８月に設立しております。 

一方、ロングライフプランニング株式会社は、当社と同社の代表取締役である宮下清二郎の

出資により建築事業・不動産事業を営むことを目的に平成 18年８月に設立しております。 

今般、当社が平成 20 年５月１日に純粋持株会社体制に移行し、経営戦略と経営資源を最適化

するための新たな経営組織を確立するなかで、当社グループのシニアマーケットを見据えた事

業の更なる運営強化および効率化を図るため、両社の全株式取得（完全子会社化）が決議され

ることとなりました。 

 

２． 異動の方法 

株式会社朝日広告社、株式会社ＣＤＧ、宮下清二郎との株式の譲渡契約に基づく株式譲受に

よるものであります。 

    

３． 異動する子会社の概要 

 

(1) 商号 ロングライフエージェンシー株式会社 

(2) 代表者 代表取締役社長 吉田 敬 

(3) 本店所在地 大阪市北区曽根崎二丁目 12番 7号  

(4) 設立年月日 平成 18年８月１日 

(5) 主な事業内容 広告代理事業 

(6) 決算期 10 月 31 日 

(7) 従業員数 4名 
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(8) 資本金の額 20,000 千円 

(9) 発行済株式総数 400 株 

ロングライフホールディング株式会社    60.0％ 

株式会社朝日広告社            20.0％ 

(10) 株主構成・所有割合 

株式会社ＣＤＧ              20.0％ 

(11)最近事業年度における業績の動向 

 平成 18年 10 月期 平成 19年 10 月期 

売上高 53,318 千円 245,747 千円

売上総利益 7,024 千円 16,251 千円

営業利益 384 千円 △7,731 千円

経常利益 384 千円 △7,705 千円

当期純利益 243 千円 △7,952 千円

総資産 64,044 千円 61,162 千円

純資産 20,243 千円 12,290 千円

 

(1) 商号 ロングライフプランニング株式会社 

(2) 代表者 代表取締役社長 宮下 清二郎 

(3) 本店所在地 大阪市北区曽根崎二丁目 12番 7号  

(4) 設立年月日 平成 18年８月１日 

(5) 主な事業内容 建築事業および不動産事業 

(6) 決算期 10 月 31 日 

(7) 従業員数 5名 

(8) 資本金の額 20,000 千円 

(9) 発行済株式総数 800 株 

ロングライフホールディング株式会社    95.0％ (10) 株主構成・所有割合 

宮下 清二郎                 5.0％ 

(11)最近事業年度における業績の動向 

 平成 18年 10 月期 平成 19年 10 月期 

売上高 5,892 千円 291,547 千円

売上総利益 899 千円 241,685 千円

営業利益 △5,122 千円 9,038 千円

経常利益 △5,121 千円 △5,225 千円

当期純利益 △5,172 千円 △14,366 千円

総資産 42,205 千円 516,621 千円

純資産 34,827 千円 20,460 千円

 

４．株式の取得先 

 (1)ロングライフエージェンシー株式会社株式の取得先 

   株式会社朝日広告社 

   株式会社ＣＤＧ 

 (2)ロングライフプランニング株式会社株式の取得先 

   宮下 清二郎 
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５． 取得株式数および取得前後の所有株式数の状況 

 ロングライフエージェンシー株式会社株式 

(1) 異動前の所有株式数 240 株 （所有割合  60.0％） 

(2) 取得株式数 160 株 （所有割合  40.0％） 

(3) 異動後の所有株式数 400 株 （所有割合  100.0％） 

 

ロングライフプランニング株式会社株式 

(1) 異動前の所有株式数 760 株 （所有割合  95.0％） 

(2) 取得株式数 40 株 （所有割合   5.0％） 

(3) 異動後の所有株式数 800 株 （所有割合  100.0％） 

 

６． 日程  

 平成 20年８月１日  当社取締役会にて子会社の株式取得の承認 

 平成 20年８月１日  ロングライフエージェンシー株式会社ならびにロングライフプランニン

グ株式会社 取締役会決議 

平成 20年８月１日  株式譲渡契約締結、株式譲受 

 

７． 今後の見通し 

 平成 20年 10 月期における当社への影響は、連結・単独ともに軽微なものと考えております。 

 

以 上 

 

 

       


