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平成 22 年６月 21 日 

各 位 
東京都港区新橋五丁目 8 番 11 号 

イー・キャッシュ株式会社 
代表取締役社長 玉木 栄三郎 

（コード番号：3840 東証マザーズ） 
問合せ先 管理部 浅海 隆明 
電話番号 03-6402-5684（代） 

 

子会社によるロハスカーボンCO2研究所株式会社の事業一部譲り受けならびに平成 22年３

月 26 日発表の第三者割当増資に関する資金使途の一部変更に関するお知らせ 

 

当社の子会社であるイー・キャッシュ ライフウェア株式会社（以下「ライフウェア」と

いいます。）は、平成 22 年６月 21 日開催の取締役会において、以下のとおり、ロハスカー

ボン CO2 研究所株式会社（以下「ロハス研究所」といいます。）の事業のうち医療施設・設

備貸与に関する事業を譲り受ける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。

また、平成 22 年 3 月 26 日発表の第三者割当増資の資金使途につきまして、一部変更がござ

いますので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．事業譲受けの理由 

平成 21 年 9 月 3 日開催の当社取締役会において、当社は、ロハス研究所と資本・業務提

携契約を締結することを決議し、医療・環境分野へのサービス事業の拡充を図ることといた

しました。また、これらの分野への事業展開を機動的に行うため当社の 100%子会社である

ライフウェアを設立し当該分野における事業展開について様々な可能性を探って参りまし

た。 

ロハス研究所は医療分野においては、美容医療クリニックへの業務支援をはじめとするコ

ンサルティング事業、広告支援事業、不動産および医療機器等の設備の貸与を行う事業を、

また、環境分野では地球温暖化対策で不可欠な Co2 排出権を扱ったビジネスを行っておりま

す。 

この度、当社の事業遂行において重要な役割を果たしている代表取締役社長玉木栄三郎の

医療分野における経験とノウハウ、人的ネットワークを活用し、医療関連分野でのさらなる

事業展開を図ることが、当社グループの今後の収益の柱となり得ると判断し、中長期的に拡

大の見込まれる付加価値の高い医療関連事業を当社の中核事業として位置付け、ライフウェ
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アを中心として事業展開を行うため、ライフウェアの事業基盤として、ロハス研究所の医療

施設・設備貸与事業を譲受けることといたしました。 

医療施設・設備貸与事業はクリニックの起ち上げ時の資金負担の軽減や与信力を付与し、

クリニックの迅速な起ち上げと、継続的かつ安定的運営を支援することにより、安定的な収

益を確保している事業です。 

今回の事業譲受けにより、ライフウェアは、玉木社長の人的ネットワークの中で、新たな

医療需要に対して開業を計画している医師に対し、クリニックの開業支援並びに運用支援を

行います。従来は美容医療に特化した事業展開を行っていましたが、今後は美容医療にとど

まらず、他の医療分野、さらには動物医療の領域にも事業を拡大する予定です。また、今回

譲受けた事業の既存のクリニックに対しては、新しい医療機器への設備対応を行うなど、今

後も引き続き効率的な施設運用のサポートを行ってまいります。当社は、当該事業譲受によ

り、安定的なキャッシュフローを確保しながら、新規の営業開拓業務が行えるため、少ない

リスクでスムーズな事業の立ち上げを行うことができ、さらには周辺分野での新たな事業を

探ることが可能などのメリットがあると判断いたしました。また、ロハス研究所からライフ

ウェアへ事業主体が移ることにより、信用力の強化、人的ネットワークの拡大により、本事

業の拡大を加速できるものと考えております。 

当社の持分法適用会社であるロハス研究所は今回の事業譲渡により、医療関連分野におい

ては、現在、日本の高度・高品質医療への期待の高まる中国へ向けたコンサルティング事業

で新たな展開を図る予定です。近年、中国から日本に来日して治療を受ける患者が増加して

おり、また、中国国内においても日本型医療の導入などが行われるなど、日本と中国の美容

医療分野の橋渡しによるビジネス機会が拡大しており、今後成長が見込まれる事業領域での

足掛かりを付けるというロハス研究所による取組が、中長期的なイー・キャッシュ・グルー

プの事業成長に寄与するものと考えております。また、環境関連分野では 2012 年迄の京都

議定書達成へ向けて、国内での Co2 の削減に向けた排出量取引の導入が開始されるなど、さ

らにニーズの高まるカーボンオフセットプログラム事業への取組を行っていく予定です。 

また、当社は、平成 22 年 5 月 14 日公表の当社決算短信にあります通り、今回の事業譲

受の対象企業の当社持分法適用関連会社であるロハス研究所は、当初見込みに比して利益が

未達となったため、保守的な事業計画に見直しを行い、同社株式の再評価を行った結果、同

社の「のれん」の減損損失を含み、当社は平成 22 年 3 月期の決算において、持分法による

投資損失 104,283 千円を計上いたしました。この評価減を算定する際に使用したロハス研究

所の事業計画には当該事業譲渡を見込んでいない事業計画を用いましたが、ロハス研究所か

ら当該事業を譲り受けても、上記記載の中国へ向けたコンサルティング及びカーボンオフセ

ット事業を開始することによりロハス研究所の株式価値は減少しないものと見込んでおり

ます。 

また、当社は平成 22 年 3 月末現在、ロハス研究所に対して、金銭債権 96,578 千円を有し

ており、今回の事業譲受代金として相殺され、本金銭債権は解消される予定です。 
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イー・キャッシュ・グループならびにロハス研究所は今回の事業再編は両者にとってそれ

ぞれの経営資源の 適配分により、中長期に渡って双方の企業価値の 大化が図れるものと

判断いたしました。また、これらにより、イー・キャッシュ・グループの早期黒字化を達成

し、さらなる収益拡大を図る所存です。 

 

２．事業譲受けの概要 

（１） 譲受け部門の内容 

医療クリニックに対する不動産転貸、医療クリニックの事業運営に必要な機械設備、医療用

具等什器備品の貸与、リース資産の貸与、その他医療クリニックの事業運営に必要な設備の

貸与等にかかる事業 

 

（２） 譲受け部門の経営成績 

 平成 22 年 3 月期 

売上高 156,214 千円

営業利益          35,000 千円

経常利益 35,000 千円

※ロハス研究所からの人員の移転等は行う予定が無く、また、ライフウェアでは今後、玉木

社長を中心として既存の人員で当面の運営が可能な事により、譲受け部門の経営成績に間接

的な販売管理費の配賦は含まれておりません。 

 

（３）譲受け資産、負債の項目及び金額（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

ロハス研究所の医療施設・設備貸与事業に係る内装設備・工具器具備品、その他本事業の

運営・継続に必要な資産及び負債を継承する予定です。 

有形固定資産（建物附属設備） 14,010 千円

有形固定資産（工具器具備品） 23,195 千円

有形固定資産（リース資産） 5,803 千円

投資その他の資産（差入保証金） 57,008 千円

資産合計 100,018 千円

固定負債（リース債務） 5,803 千円

負債合計 5,803 千円

 

（４）譲受け価格および決済方法 

譲受け価額：200,000 千円 

平成 22 年 5 月 14 日公表の当社決算短信にあります通り、今回の事業譲受の対象企業の当

社持分法適用関連会社であるロハス研究所は、当初見込みに比して利益が未達となったため、

保守的な事業計画に見直しを行い、同社株式の再評価を行った結果、同社の「のれん」の減
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損損失を含み、当社は平成 22 年 3 月期の決算において、持分法による投資損失 104,283 千

円を計上いたしました。今回の譲受価格はこれらの状況を踏まえ、当社ならびにロハス研究

所に対して独立かつ利害関係の持たない東京ファイナンシャル・アドバイザー株式会社に事

業価値算定を依頼し、ロハス研究所の事業のうち、医療施設・設備貸与に関する事業に対す

る事業価値算定を同等の資産利用による将来期待収益、キャッシュ・フローをもって評価す

る手法である「インカムアプローチ」を用いて、同事業の今後の事業拡大は見込まず、平成

22 年３月期の経営成績が今後も継続する前提の基で事業価値算定を行った結果、事業価値算

定価額は 221,980 千円と成りました。当社がこれらの結果を基に、今後の営業等を総合判断

して、双方合意の下に譲り受け価格を決定しております。 

  

決済方法：現金及び金銭債権との相殺 

 決済方法につきましては、平成 21 年 3 月末時点で当社（イー・キャッシュ㈱）がロハス

研究所に対して有している金銭債権 96,578 千円を相殺し、103,421 千円を現金で決済する

予定です。また、本譲受代金の一部は平成 22 年 3 月 26 日公表の第三者割当増資にて調達

した資金より充当させて頂く予定です。（詳細は「７．資金について」をご参照願います。） 

 

 なお、金銭債権の内訳は以下の通りです。 

平成 21 年 9 月～平成 22 年 3 月 

までの売掛債権 
81,533 千円

平成 22 年 2 月 23 日付短期貸付金 15,044 千円

 ※上記売掛債権 81,533 千円については、支払期限の延長要請を受け、支払期限の延長を

行っており、当該債権については同社代表である石原啓資氏所有の当社株式を担保とし

て設定しているため、平成 22 年 3 月末時点で売掛金勘定より貸付金勘定へ振替を行っ

ております。なお、上記担保の設定については、当該事業譲渡の実行により解消いたし

ます。 

 

３．子会社の概要 

（１）名称 イー・キャッシュ ライフウェア株式会社 

（２）所在地 東京都港区新橋五丁目８番 11 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 玉木 栄三郎 

（４）事業内容 医療・環境分野での商品の企画・開発・販売 

（５）資本金 5,000 千円 
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４． 相手先の概要 

（１）名称 ロハスカーボン CO2 研究所株式会社 

（２）所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-19-1 Shibuya INCS 6FB 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 石原 啓資 

（４）事業内容 医療クリニックに対する経営支援業務 

排出権の売買 

（５）資本金 11,000 千円 

（６）設立年月日 平成 19 年 7 月 19 日 

（７）純資産 46,710（千円） 

（８）総資産 356,898（千円） 

（９）大株主及び持ち株比率 石原 啓資   620 株  61.38% 

イー・キャッシュ株式会社 

        210 株  20.79% 

宮嶋 淳     130 株  12.87% 

小黒 一三    30 株   2.97% 

円谷 智彦       10 株   0.99% 

岩崎 友美       10 株     0.99% 

資本関係 当社は当該会社株式の

20.79%を保有しておりま

す。 

取引関係 当該会社より、当社は平成

21 年 6 月度よりマーケテ

ィング支援業務を受託して

おります。また、当該会社

に対して金銭の貸付を行っ

ております。 

人的関係 当該会社の代表取締役であ

る石原啓資氏は当社（イ

ー・キャッシュ㈱）の筆頭

株主であります。 

（10）当社と当該会社の関係 

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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５．事業譲受の日程 

平成 22 年６月 21 日 取締役会決議 

平成 22 年６月 21 日 事業譲渡契約締結 

平成 22 年６月 21 日 事業譲受日（予定） 

 

６．会計処理の概要 

 本件の事業の譲受に伴う「のれん」の金額及び償却年数については現時点では未定であり

ますが、今後、会計監査人と協議の上、決定してまいります。 

 

７．平成 22 年３月 26 日発表の第三者割当増資に関する資金使途の一部変更について 

平成 22 年 3 月 26 日発表の当社開示資料「第三者割当により発行される株式及び第５回

新株予約権の募集に関するお知らせ」に、第三者割当増資にて調達した資金の使途につきま

して、『運転資金は、現状の関連サービスのリソースや、機能を統合するサービス開発資金、

サービスの開発・販売に必要な人員の確保、子会社管理に必要な人員の増強資金、経常的に

発生する必要資金（外注先への支払い資金、事務所家賃の支払い資金、監査法人の報酬等）

として充当いたします。』と記載しておりましたが、今回の事業譲受資金といたしまして、

第三者割当増資により調達した資金のうちの一部、約 1 億円を充当させて頂く予定です。 

今回の資金使途の変更により、当初の見込みに比して短期的には資金の流出と成りますが、

事業譲受によって安定的なキャッシュ・フローが得られることとなり、当初の資金使途であ

る運転資金については賄うことができ、さらには新たな事業領域の拡大により、中長期的に

は企業価値、株主価値の増大が図れるものと考えております。 

 

８．今後の見通し 

今回の事業譲受けによるイー・キャッシュグループ全体の業績見通しにつきましては、「の

れん」の償却年数等を精査の上、判明次第速やかにお知らせいたします。 

なお、今回の事業譲受けによりライフウェア単体での平成 23 年 3 月期業績見通しは売上

高 121,500 千円、経常利益 17,839 千円、当期純利益 17,659 千円を見込んでおります。 

 

 

 以上 


