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第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成 20 年８月 14 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当に

より発行される株式の募集を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

尚、今回の第三者割当による新株発行に伴い、主要株主の異動が見込まれるため、併せてお

知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ.第三者割当による新株式発行 

 

1．募集の目的及び理由 

当社は、昭和 62 年４月の会社設立以来、札幌市内において、アッパーミドル層以上の高

齢者を対象とした入居一時金方式の介護付有料老人ホームを順次立ち上げ、現在５施設、

758 室を展開しております。お蔭様で北海道の有料老人ホーム市場においては 11.4％とト

ップシェアを占め、「光ハイツ・ヴェラス」ブランドとして高齢者の方々並びにそのご家族

の皆様にも高い評価を戴いていると自負しております。５施設の平均入居率も 90％超を維

持し、中でも２施設において昨今は入居率 100％で推移致しております。 

 当社を取り巻く事業環境としましては、北海道の総人口が現在の 560 万人から 10 年後に

は 50 万人減少する一方、65 歳以上の高齢者人口は 126 万人から 160 万人に増加の見込み

と、全国でもトップレベルの高齢化率となる模様です。要介護者数も間もなく 30 万人を数

えますが、北海道内の有料老人ホーム、ケアハウス、高齢者専用賃貸住宅、グループホーム

等の高齢者住宅の供給は僅か２万戸弱と、需要をはるかに満たしていない状況があり、ここ

に当社の大きな開拓の余地があるといえます。 

 斯かる環境下、行政は 2009 年３月までの第３次介護保険事業計画において、計画枠外の
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介護付有料老人ホーム（特定施設）を原則認めず、４月以降の第４次介護保険事業計画にお

いても特定施設の認可に対し、消極的であります。 

 当社は今後の事業展開において、この逆風を追風に変え、新たなモデル作りを進める計画

であります。『住宅型有料老人ホーム』又は『高齢者専用賃貸住宅』に「介護サービス」の

提供及び、同一施設内又は隣接地に医療機関を確保するモデル作りを進める計画です。これ

により、「特定施設枠に左右されない有料老人ホーム展開に加えて『介護』と『医療』の安

心を担保する新たな事業展開で高齢者の方々のニーズに応え得る光ハイツ・ヴェラスの事業

基盤構築を目指したいと考えており、現在既に新たな事業モデルとして数件の遂行が具体化

しつつあります。 

 今回の第三者割当による新株式発行をお引き受け頂き、迅速な資金調達を行うことにより

新規モデルの施設建設用地の早期獲得及び事業立ち上げの費用に充当させて頂き、当社の新

規事業展開に拍車をかけ、中長期的に持続して成長する「ヴェラスモデル」を確立してまい

ります。 

 

２．調達する資金の額及び使途 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

  294,000,000 円 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

  上記の手取金概算額 294,000,000 円については、高齢者専用賃貸住宅及び住宅型有料

老人ホーム等の新規事業及び設備投資資金並びに開設準備資金のほか、「内部統制」構築

費用、ＩＴ統制構築費用及びこれらに関連するＩＴ整備費用に充当する予定であります。 

  平成 21 年３月開設予定であります適合高齢者専用賃貸住宅（届出予定）「ヴェラス小

樽花園」（仮称）には、開業資金としまして約 50,000,000 円の充当を予定しております。

また、内部統制システム構築費用及びこれらに関連するＩＴ整備費用としまして約

50,000,000 円を充当し、残り約 194,000,000 円につきましては、現在計画検討中の新規

事業が確定次第、設備資金、開設準備資金に充当してまいりますが、現段階においては

安定的な金融資産で運用してまいる予定であります。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 

  平成 20 年８月から平成 22 年３月頃まで 

   

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

 今回の第三者割当増資による資金調達は、新規モデルの立ち上げにより、新規事業展
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開に拍車をかけ、中長期的に持続して成長する「ヴェラスモデル」を確立する為の利用

を考えております。従いまして、かかる資金使途は当社の企業価値の向上につながるこ

とから合理的であると判断しております。 

 

３．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（単位：千円） 

事 業 年 度 の 末 日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

売 上 高 1,938,534 2,655,470 2,687,796

営 業 利 益 192,579 316,187 278,870

経 常 利 益 102,537 249,534 225,149

当 期 純 利 益 59,269 127,452 120,366

1 株当たり当期純利益（円） 24,695.78 22,142.61 15,551.29

1 株当たり配当金（円） 1,000 1,250 1,250

1 株当たり純資産（円） 118,587.50 147,178.14 160,781.85

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種    類 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 7,740 株 100％

現時点の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
― ―

下限値の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
― ―

上限値の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
― ―

 

（３）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

始    値 ― 282,000 220,000 円

高    値 ― 285,000 240,000 円

安    値 ― 196,000 171,000 円

終    値 ― 220,000 186,000 円

（注）当社は平成 19 年２月６日に札幌証券取引所アンビシャス市場に上場いたしておりま
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すので、平成 19 年３月期の数値は平成 19 年２月６日から平成 19 年３月 31 日までの

状況であります。 

②最近６か月間の状況 

 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 7 月 

始  値 171,000 円 186,000 円 180,000 円 150,000 円 100,000 円 114,000 円

高  値 171,000 円 186,000 円 186,000 円 150,000 円 114,000 円 114,000 円

安  値 171,000 円 186,000 円 145,000 円 115,000 円 100,000 円 114,000 円

終  値 171,000 円 186,000 円 154,000 円 115,000 円 114,000 円 114,000 円

 

③発行決議日前営業日における株価 

 平成 20 年８月６日現在 

始    値 94,000 円

高    値 94,000 円

安    値 94,000 円

終    値 94,000 円

※直近の売買成立日（平成 20 年８月６日）の株価を記載いたしました。 

（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 20 年８月 29 日 

資 金 調 達 の 額 300,000,000 円 

募集時点における発行済株式数 7,740 株 

当該増資における発行済株式数 2,400 株 

募集後における発行済株式数 10,140 株 

岩倉建設株式会社 

株式会社日本メディケアサポート 

株式会社ワムス 

株式会社グンエイ 

日本給食サービス株式会社 

フォーク株式会社  

山一建設株式会社 

関東建設工業株式会社 

割 当 先 

三井住友海上火災保険株式会社 
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（５）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当増資 

発行期日 平成 18 年９月 28 日 

調達資金の額 360,000,000 円 

募集時点における 

発行済株式数 

4,800 株 

当該増資による 

発行済株式数 

1,440 株 

割当先 株式会社加ト吉 

株式会社保健科学研究所 

株式会社富士バイオメディックス 

ジャフコ V２共有投資事業有限責任組合 

株式会社グンエイ 

日本メナード化粧品株式会社 

株式会社セルバンテス 

ジャフコ V２－W 投資事業有限責任組合 

ジャフコ V２－Ｒ投資事業有限責任組合 

当初の資金使途 運転資金 

支出予定時期 平成 18 年９月以降随時 

現時点における充当状況 当初の資金使途に従い充当済み 

 

・公募増資 

発行期日 平成 19 年２月６日 

調達資金の額 405,000,000 円 

募集時点における 

発行済株式数 

6,240 株 

当該増資による 

発行済株式数 

1,500 株 

当初の資金使途 運営受託或いは自社開発により、医療機関を併設した高齢者専

用住宅施設の新規事業に備えた運転資金 

支出予定時期 平成 19 年２月以降、平成 22 年３月頃まで 

現時点における充当状況 当初の資金使途に従い、人件費、外注費、旅費交通費、事務費、

活動経費等に充当済み 
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４．大株主及び持株比率 

募集前（平成 20 年３月 31 日現在） 募集後 

株式会社メデカジャパン       30.06％ 

株式会社保健科学研究所       11.95％ 

株式会社加ト吉            8.79％ 

アムス・インターナショナル株式会社 7.84％ 

株式会社ＴＺＣＳ               7.00％ 

安田隆夫                   3.60％ 

株式会社グンエイ               2.20％ 

加藤義和株式会社               2.07％ 

株式会社グローバルフードサービス   2.07％ 

栄和総合リース株式会社            2.07％ 

株式会社メデカジャパン       22.95％ 

株式会社保健科学研究所         9.12％ 

株式会社加ト吉            6.71％ 

アムス・インターナショナル株式会社 5.99％ 

株式会社ＳＦＣＧ               5.35％ 

岩倉建設株式会社          4.24％ 

株式会社グンエイ               4.04％ 

株式会社日本メディケアサポート   3.94％ 

株式会社ワムス           3.94％ 

安田隆夫                   2.75％ 

 

（注）株式会社ＳＦＣＧ（旧株式会社ＴＺＣＳ）から、平成 20 年４月 15 日付の訂正報告

書（大量保有）が提出されており、平成 20 年３月 26 日に 542 株を吸収合併により

処分した旨の報告を受けておりますが、上記の大株主及び持株比率（募集前）には含

めておりません。 

５．業績への影響の見通し 

今回の第三者割当増資が当社平成 21 年３月期の業績に与える影響は軽微であります。平

成 22 年３月期以降につきましては、調達資金の活用等により業績が拡大することが見込ま

れますが、現時点では確定しておりませんので業績への具体的な影響は確定次第お知らせい

たします。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１） 発行条件が合理的であると判断した根拠 

発行価額は、当該増資に係る直近４ヶ月間（平成 20 年４月 1 日から平成 20 年７

月 31 日まで）の普通株式（終値）の平均値である 137,167 円を参考として 125,000

円（ディスカウント率 8.9％）といたしました。 

直近４ヶ月と致しましたのは、昨今の不安定な株式市況を顧慮し、取締役会決議

日の直前取引日の終値に比べて一定期間の平均株価という平準化された値を参考と

する方が算定根拠として客観性が高く合理的と判断したためであります。 

 

（２） 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の第三者割当増資により、現在の当社の発行済株式数の 31.0％の割合で希薄

化が生じます。しかしながら、当該資金調達により今後の事業展開を円滑に進める
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ことが可能になること、また、内部統制システム、ＩＴ統制を確立することにより、

当社の企業価値の向上につながるため、発行数量と希薄化規模は合理的であると判

断いたしております。 

 

７．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

①商   号 岩倉建設株式会社 

②割当株式数 400 株 

③事業内容 建築事業 土木事業 

④設立年月日 昭和 34 年５月 12 日 

⑤本店所在地 札幌市中央区南一条西七丁目 16 番２ 

⑥代表者の役職氏名 代表取締役社長 宮崎英樹 

⑦資本金 280 百万円 

⑧発行済株式数 560,000 株 

⑨純資産 10,115 百万円 

⑩総資産 24,106 百万円 

⑪決算期 ９月 30 日 

⑫従業員数 250 人 

⑬主要取引先 
官公庁（国土交通省等）、（独）都市再生機構、（独）緑資源機構、

東日本高速道路（株）、北海道電力、日本下水道事業団 

⑭大株主及び持株比率 

株式会社イワクラ                  10.0％

宮崎英樹                        6.4％ 

宮崎英夫                       5.1％ 

⑮主要取引銀行 北海道銀行 

資本関係 割当予定先は当初の株式を 30 株保有しております 

取引関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません 
⑯上場会社と割当先の関係等 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 17 年９月期 平成 18 年９月期 平成 19 年９月期 

売上高 16,014 15,087 11,756
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営業利益 515 △348 △137

経常利益 791 5 109

当期純利益 248 84 78

１株当たり当期純利益（円） 443 151 139

１株当たり配当金（円） 15 15 13

１株当たり純資産（円） 18,072 17,941 18,063

（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 19 年９月 30 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

 

①商   号 株式会社日本メディケアサポート 

②割当株式数 400 株 

③事業内容 介護サービス事業及びコンサルティング事業 

④設立年月日 平成 11 年 12 月 14 日 

⑤本店所在地 東京都中央区築地６丁目 25 番 10 号 

⑥代表者の役職氏名 代表取締役 神成 裕 

⑦資本金 2,100 百万円 

⑧発行済株式数 42,000 株 

⑨純資産 1,471,294 千円 

⑩総資産 2,671,890 千円 

⑪決算期 ３月 31 日 

⑫従業員数 268 名 

⑬主要取引先 介護保険（国保連合会）、松下電工ＡＦＳ、メデカジャパン他 

⑭大株主及び持株比率 

株式会社加ト吉     14.3％ 

ミツワ電機株式会社   14.3％ 

株式会社メデカジャパン 14.3％ 

⑮主要取引銀行 みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、東和銀行、ゆうちょ銀行他 

資本関係 当社は割当予定先の株式を４千株保有しております。

取引関係
平成 19 年５月 31 日に割当予定先の株式４千株を取得

し、資本提携を行っております。 

⑯上場会社と割当先の関係等 

人的関係

当社の非常勤取締役である渡辺明氏は、割当先の社外

取締役であります。又、当社の社外取締役である渡邉

広幸氏は割当予定先の専務取締役であります。 
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関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高 1,626 1,522 1,893

営業利益 132 94 40

経常利益 92 53 1

当期純利益 55 19 △96

１株当たり当期純利益（円） 1,323 454 △2,294

１株当たり配当金（円） ― ― ―

１株当たり純資産（円） 36,870 37,325 35,030

（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 20 年３月 31 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

 

①商   号 株式会社ワムス 

②割当株式数 400 株 

③事業内容 有料老人ホームの賃貸及び医療経営のコンサルティング 

④設立年月日 平成 17 年９月 15 日 

⑤本店所在地 東京都品川区西五反田２丁目 28 番 10 号ＦＰ五反田ビル８Ｆ 

⑥代表者の役職氏名 代表取締役 広瀬秀男 

⑦資本金 10 百万円 

⑧発行済株式数 200 株 

⑨純資産 1,831 千円 

⑩総資産 1,702,348 千円 

⑪決算期 ３月 31 日 

⑫従業員数 ６名 

⑬主要取引先 株式会社メデカジャパン、医療法人社団共生会 

⑭大株主及び持株比率 
広瀬 秀男     60.0％ 

原口 重美     40.0％ 

⑮主要取引銀行 みずほ銀行、朝日信用金庫 

資本関係 該当事項はありません。 ⑯上場会社と割当先の関係等 

取引関係 該当事項はありません。 
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人的関係

当社の社外監査役であります広瀬秀男氏は割当先の代

表取締役であります。また、当社の非常勤取締役であ

る渡辺明氏は、割当先の取締役であります。 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高 0 1 72

営業利益 △0.9 △17 △25

経常利益 △0.9 △21 △3

当期純利益 △0.9 △5 △3

１株当たり当期純利益（円） △4,731 △20,813 △15,295

１株当たり配当金（円） ― ― ―

１株当たり純資産（円） 45,268 24,454 9,158

（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 20 年３月 31 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

３．割当予定先は平成 20 年６月１日付株式会社ケアソリューションジャパンより株式会 

社ワムスに社名変更しております。 

 

①商   号 株式会社グンエイ 

②割当株式数 240 株 

③事業内容 設備工事、総合メンテナンス事業 

④設立年月日 昭和 55 年 12 月 22 日 

⑤本店所在地 群馬県太田市福沢町 161-７ 

⑥代表者の役職氏名 代表取締役社長 蓮沼敏美 

⑦資本金 50 百万円 

⑧発行済株式数 50,000 株 

⑨純資産 317,200 千円 

⑩総資産 4,521,401 千円 

⑪決算期 ７月 31 日 

⑫従業員数 130 名 

⑬主要取引先 関東建設工業（株）、三機工業（株）、ホーチキ（株）、（株）ユア
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テック、（株）レオパレス 21、大成温調（株）、三菱電機冷熱機器

販売（株）他 

⑭大株主及び持株比率 蓮沼敏美 88.6％ 

⑮主要取引銀行 東和銀行 

資本関係 割当予定先は、当社の株式を 170 株保有しております。

取引関係
割当予定先は、当社の一部施設の設備工事及びメンテ

ナンス業務を受注しております。 

人的関係 該当事項はありません。 ⑯上場会社と割当先の関係等 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 17 年７月期 平成 18 年７月期 平成 19 年７月期 

売上高 5,413 7,029 8,002

営業利益 37 172 289

経常利益 87 134 253

当期純利益 59 △51 126

１株当たり当期純利益（円） 1,176 △1,026 2,512

１株当たり配当金（円） ― ― ―

１株当たり純資産（円） 4,964 3,832 6,344

（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 19 年７月 31 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

 

①商   号 日本給食サービス株式会社 

②割当株式数 240 株 

③事業内容 病院、福祉施設、事業所等の給食業務全般 

④設立年月日 昭和 56 年（1981 年）２月９日 

⑤本店所在地 東京都千代田区東神田２丁目 10 番９号 

⑥代表者の役職氏名 代表取締役 山本貞雄 

⑦資本金 10 百万円 

⑧発行済株式数 15,400 株 

⑨純資産 2,488 百万円 

⑩総資産 3,387 百万円 
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⑪決算期 ３月 31 日 

⑫従業員数 1,020 名 

⑬主要取引先 

第一ホテル東京ベイ、角田病院、いけだ病院・前原苑、 

第二清風園、レストラン美倉、大田翔裕園、青梅坂本病院、 

救世軍清瀬病院、熱海温泉病院、あさひの丘病院、 

グリーンヒルズ相模原、アクティバ琵琶、麻生病院他 

⑭大株主及び持株比率 山本貞雄 65.45％ 

⑮主要取引銀行 三井住友銀行新宿支店、商工中金神田支店 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係
割当予定先は、当社の運営する有料老人ホーム２施

設の給食業務を受注しております。 

人的関係 該当事項はありません。 ⑯上場会社と割当先の関係等 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高 5,178 5,278 5,261

営業利益 378 378 403

経常利益 373 426 402

当期純利益 198 213 229

１株当たり当期純利益（円） 12,911 13,813 14,906

１株当たり配当金（円） 200 200 200

１株当たり純資産（円 133,273 146,881 161,558

（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 20 年３月 31 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

 

①商   号 フォーク株式会社 

②割当株式数 240 株 

③事業内容 女子用ワーキングウェアー製作、販売 

④設立年月日 昭和 18 年 

⑤本店所在地 埼玉県加須市土手一丁目６番 22 号 

⑥代表者の役職氏名 取締役社長 小谷野正道 
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⑦資本金 1500 万円 

⑧発行済株式数 30,000 株 

⑨純資産 609,179 万円 

⑩総資産 692,332 万円 

⑪決算期 １月 31 日 

⑫従業員数 180 名 

⑬主要取引先 
（株）ダイイチ、（株）ハトヤ、日本被服工業（株）、 

他全国主要代理店 

⑭大株主及び持株比率 小谷野正道                    47.0％

⑮主要取引銀行 埼玉りそな銀行、三井住友銀行 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係
割当予定先は、当社からワーキングウェアーの購入

を受注しております。 

人的関係 該当事項はありません。 ⑯上場会社と割当先の関係等 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 18 年１月期 平成 19 年１月期 平成 20 年１月期 

売上高 3,317 3,552 3,607

営業利益 153 207 330

経常利益 138 213 395

当期純利益 76 81 93

１株当たり当期純利益（円） 2,531 2,686 3,074

１株当たり配当金（円） ― ― ―

１株当たり純資産（円） 197,298 199,986 203,059

（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 20 年１月 31 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

 

①商   号 山一建設株式会社 

②割当株式数 240 株 

③事業内容 総合建設業 

④設立年月日 昭和 36 年（1961 年）１月 26 日 
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⑤本店所在地 札幌市中央区北三条西二十三丁目１番 30 号 

⑥代表者の役職氏名 代表取締役 石橋琢磨 

⑦資本金 30 百万円 

⑧発行済株式数 60,000 株 

⑨純資産 219 百万円 

⑩総資産 4,464 百万円 

⑪決算期 １月 31 日 

⑫従業員数 63 名 

⑬主要取引先 

（株）光ハイツ・ヴェラス、（株）ファクター・ナイン、 

（株）正栄プロジェクト、（株）エルムコーポレーション、 

（株）晃琳、（株）道央信販、（株）カツイ、（株）レノン、 

（株）東洋電気産業、（株）森髙建設、（株）シンフ設備、 

 清水鋼機（株）、武田産業（株）、（株）光和システム他 

⑭大株主及び持株比率 

石橋琢磨 38.67％ 

尾関唯志 20.00％ 

山本孝司 16.67％ 

⑮主要取引銀行 北洋銀行 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係
割当予定先は、当社から建築内装工事、土木工事、

営繕工事等を受注しております。 

人的関係 該当事項はありません。 ⑯上場会社と割当先の関係等 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 18 年１月期 平成 19 年１月期 平成 20 年１月期 

売上高 8,280 8,173 7,645

営業利益 95 126 93

経常利益 74 91 52

当期純利益 40 51 29

１株当たり当期純利益（円） 677 862 486

１株当たり配当金（円） 0 0 0

１株当たり純資産（円） 2,303 3,165 3,652
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（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 20 年１月 31 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

 

①商   号 関東建設工業株式会社 

②割当株式数 160 株 

③事業内容 総合建設業 

④設立年月日 昭和 47 年（1972 年）５月 10 日 

⑤本店所在地 群馬県太田市別所町 332 

⑥代表者の役職氏名 代表取締役 高橋君明 

⑦資本金 41,050 万円 

⑧発行済株式数 800,000 株 

⑨純資産 2,183,129 千円 

⑩総資産 24,562,507 千円 

⑪決算期 ３月 31 日 

⑫従業員数 230 名 

⑬主要取引先 官公庁、株式会社メデカジャパン、株式会社ヤマダ電機他 

⑭大株主及び持株比率 

高橋 明 7.69％ 

高橋君明 7.53％ 

高橋絹代 3.56％ 

⑮主要取引銀行 東和銀行太田支店、群馬銀行太田支店 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 
⑯上場会社と割当先の関係等 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 

⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売上高 36,758 37,563 41,466

営業利益 371 44 354

経常利益 397 700 182

当期純利益 48 769 118

１株当たり当期純利益（円） 61 961 147
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１株当たり配当金（円） ― ― ―

１株当たり純資産（円） 2,097 2,582 2,729

（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 20 年３月 31 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

 

①商   号 三井住友海上火災保険株式会社 

②割当株式数 80 株 

③事業内容 損害保険事業及び損害保険関連事業並びに生命保険事業 

④設立年月日 平成 13 年（2001 年）10 月１日 

⑤本店所在地 東京都中央区新川二丁目 27 番２号 

⑥代表者の役職氏名 取締役社長 社長執行役員 江頭敏明 

⑦資本金 139,595 百万円 

⑧発行済株式数 1,404,402 千株 

⑨純資産 1,609,065 百万円 

⑩総資産 6,968,568 百万円 

⑪決算期 ３月 31 日 

⑫従業員数 14,421 人 

⑬主要取引先 一般個人、法人 

⑭大株主及び持株比率 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   4.38％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.64％

ヒーロー．アンド．カンパニー（常任代理人 株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行）                   3.11％

ステート  ストリート  バンク  アンド  トラストカンパニー

505103（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証

券決済業務室）                      2.71％

⑮主要取引銀行 三井住友銀行 

資本関係 該当事項はありません。 

取引関係
割当予定先は、当社の損害保険の一部を受注してお

ります。 

人的関係 該当事項はありません。 ⑯上場会社と割当先の関係等 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 
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⑰最近３年間の業績 （単位：百万円）

事業年度の末日 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

売上高（正味収入保険料） 1,332,837 1,325,011 1,311,345

経常利益 115,489 80,158 55,018

当期純利益 64,842 55,352 38,365

１株当たり当期純利益（円） 45.49 38.98 27.19

１株当たり配当金（円） 13.00 14.00 16.00

１株当たり純資産（円） 1,412.35 1,507.85 1,145.72

（注）１．割当予定先の内容の欄は平成 20 年３月 31 日現在におけるものであります。 

２．当社との関係の欄は平成 20 年７月 31 日現在におけるものであります。 

 

（２）割当先を選定した理由 

  ・岩倉建設株式会社 

岩倉建設株式会社は、苫小牧市に本店を置き、札幌本社を拠点とし北海道の主要

拠点都市（旭川、函館、網走、釧路、帯広、千歳）に営業所を持ち、建築、土木工

事を主要な事業内容とする企業であります。当社は、札幌市に限らず北海道の主要

拠点都市での事業展開も視野に入れており、岩倉建設株式会社の持つ全道の営業所

のネットワークによる物件情報の収集、そして 30 年以上におよぶ福祉施設の施工

実績が、今後の当社の高齢者施設の展開にプラスとなり、今回の増資引き受けを機

に更に当社との事業関係上のシナジー効果が期待できると判断し、割当先として選

定いたしました。 

 

・株式会社日本メディケアサポート 

株式会社日本メディケアサポートは、介護サービス事業に関する事業計画作成、

市場調査、建築設計、設計監理等又、それらのコンサルティングのノウハウを持つ

会社であります。当社は平成 19 年５月 31 日に株式会社日本メディケアサポート

の株式４千株を取得し資本提携を行っておりますが、今後の本格的な高齢者専用賃

貸住宅等の展開において、この度の増資引き受けを機に更なるシナジー効果が期待

できると判断し、割当先として選定いたしました。 

 

・株式会社ワムス 

株式会社ワムスは有料老人ホームの賃貸及び医療経営のコンサルティングを行

う会社であります。当社の将来的な関東方面での事業展開における有料老人ホーム、
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高齢者専用賃貸住宅等の賃貸物件の紹介等及び、当社が今後の事業展開において医

療機関併設型の有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅等開設時の医療機関誘致協力

及び誘致後のテナント医療機関に対する医療経営コンサルティング等のシナジー

効果が期待できると判断し、割当先として選定いたしました。 

 

・株式会社グンエイ 

株式会社グンエイは、設備工事、総合メンテナンス事業を営む会社であります。

現在も当社の複数施設において、設備工事及びメンテナンス契約を締結しておりま

す。当社の現在運営する５施設は全て自社所有であり、建物を常に良い状態で保つ

ために日々の施設メンテナンスが重要な鍵となっております。株式会社グンエイは

現在も当社株式を 170 株保有しておりますが、今回の増資引き受けを機に更に当

社との事業関係上のシナジー効果が期待できると判断し、割当先として選定いたし

ました。 

 

・日本給食サービス株式会社 

日本給食サービス株式会社は、東京に本社を置く、病院、福祉施設、事業所等の

給食業務全般を行う会社であります。当社の５番目の施設「光ハイツ・ヴェラス真

駒内公園」において、当社として初めての食事サービスの外注先であります。現在

は４番目の施設であります「光ハイツ・ヴェラス琴似」においても食事サービスを

引き受けていただいております。当社の有料老人ホーム事業においてご入居者が最

も楽しみとする食事の提供を、それを専門とする日本給食サービス株式会社に委託

することで、より質の高い食事サービスを提供できるとともに、食事部門の収支改

善につなげることが可能と考えております。今回の増資引き受けを機に関係が強化

されることで、今後の事業展開においても様々なシナジー効果が期待できるため、

割当先として選定いたしました。 

 

・フォーク株式会社 

フォーク株式会社は、ワーキングウェアー製作、販売を行う会社であります。当

社は介護、看護、事務等全般のワーキングウェアーを発注し購入しております。平

成 18 年７月に開設した「光ハイツ・ヴェラス真駒内公園」施設においては、介護

施設色を抑えアットホームな雰囲気を作るためのユニフォームの提案、製作を引き

受けて頂いた会社であります。今回の増資引き受けを機に、光ハイツ・ヴェラスブ

ランドにマッチした、当社専用のユニフォームの共同開発につなげて行くこと等も

想定し、割当先として選定いたしました。 
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・山一建設株式会社 

山一建設株式会社は、札幌市を基盤とした建設会社であります。現在、当社の５

施設全般の建築内装工事、給排水設備工事、土木工事、営繕工事等を発注しており

ます。当社の施設保守管理全般にわたりアドバイスを受ける等、当社の施設管理運

営に協力をいただいております。今回の増資引き受けを機に関係が強化されること

で、地場における施設展開の協力先として期待できると判断し、割当先として選定

いたしました。 

 

・関東建設工業株式会社 

関東建設工業株式会社は、群馬県を中心として関東周辺地区及び海外は中国、ベ

トナム等にも事業所を置く総合建設業の会社であります。建設事業の実績において

は多彩な経験と技術を蓄積しており、大型商業施設、工場、官公庁舎、ホテル等の

他、特別養護老人ホーム、知的障害者施設、認知症高齢者グループホーム、ナーシ

ングセンター、ケアセンター等の高齢者施設関連にも多くの実績を持っています。

不動産事業も行っており、当社が将来的に関東方面に進出する際の土地情報、建設

協力先として期待できると判断し、割当先として選定いたしました。 

 

・三井住友海上火災保険株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社は、損害保険事業及び損害保険関連事業並びに生

命保険事業を行う企業であり、当社は、損害保険の一部を契約しております。現在

当社は、加盟しております社団法人全国有料老人ホーム協会の「有料老人ホーム賠

償責任保険」に加入しておりますが、それは有料老人ホーム事業に限り、施設内及

び施設敷地内におけるご入居者に対する賠償責任をカバーするものであり、今後開

始する高齢者専用賃貸住宅等の事業には同賠償保険は適用されないため、当社は賠

償体制の準備が課題となってまいります。当社は、今後の新規事業における不慮の

損失をカバーするためにも、三井住友海上火災保険株式会社の協力を得ながら、ご

入居者の安心を担保することが重要と考えております。今回の増資引き受けを機に

関係が強化されることで、事業上のシナジー効果が期待できると判断し、割当先と

して選定いたしました。 

 

（３）割当先の保有方針 

各割当先からは、当社株式を長期保有する旨の確約書または意向の内諾をいただ

いております。また、新株式発行日から２年間において、当該割当新株式の全部ま
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たは一部を譲渡した場合には、直ちに当社へ報告する旨の確約を得る予定でありま

す。 

 

Ⅱ．主要株主の異動について 

１．異動の経緯 

    上記の内容である、第三者割当による新株発行に伴い、異動が見込まれるもの

であります。 

２．当該株主の名称等 

  ・主要株主でなくなる会社の名称等 

（１）名   称：株式会社保健科学研究所 

     本店所在地：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 

     代 表 者：代表取締役社長 宮 哲正 

     事 業 内 容：臨床検査事業その他関連事業 

（２）名   称：株式会社加ト吉 

                  (その他の共同保有者) 

         栄和綜合リース株式会社 

      本店所在地：香川県観音寺市坂本町五丁目 18 番 37 号 

     代 表 者：代表取締役社長 金森哲治 

     事 業 内 容：冷凍食品の製造販売、冷凍水産品の販売、常温食品の販売  

３．当該株主及び当該共同保有者の議決権の数、所有株式数及び総株主の議決権の数に 

対する割合 

（１）株式会社保健科学研究所 

 議決権の数 所有株式数 

総株主の議決権の

数に対する所有割

合（注１） 

大株主順位 

異動前 925 個  925 株 11.95％ 第 2 位 

異動後 925 個  925 株 9.12％ 第 2 位 

（２）株式会社加ト吉 

 議決権の数 所有株式数 

総株主の議決権の

数に対する所有割

合(注１）(注 2）

大株主順位 

異動前 840 個  840 株 10.85％ 第 3 位 

異動後 840 個  840 株 8.28％ 第 3 位 

（注１）異動前の総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成 20 年 3 月 31 日
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現在の総株主の議決権の数 7,740 個を基準に算出しております。また、異

動後の総株主の議決権の数に対する所有割合は、異動前の総株主の議決権の

数に対する所有割合の算定に際して用いた議決権の数 7,740 個に平成 20 年

８月 29 日発行予定の第三者割当による新株発行の数 2,400 株を加えた

10,140 個を用いて算出しています。 

（注２） 平成19年2月14日提出の大量保有報告書における当該共同保有者の株券保

有割合の内訳は以下のとおりです。  

株式会社加ト吉      680株（所有議決権の数 680個）  

栄和綜合リース株式会社   160株（所有議決権の数 160個）  

 

４．異動予定年月日 平成 20 年８月 29 日 

 

５．今後の見通し 

  当該異動による当社業績への影響はありません。 

 

以 上

21 



22 

(別添)発行要領 

 

（１）発行新株式数        普通株式     2,400 株 

（２）発行価額          １株につき金 125,000 円 

（３）発行価額の総額       300,000,000 円 

（４）資本組入額         １株につき金 62,500 円 

（５）募集又は割当方法      第三者割当の方法による 

（６）申込期日          平成 20 年８月 28 日（木） 

（７）払込期日          平成 20 年８月 29 日（金） 

（８）新株券交付日        平成 20 年９月 24 日（水） 

（９）前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

 


