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当社連結子会社の全株式売却に関する株式譲渡契約締結に関するお知らせ 

 

 平成 22 年６月 15 日に公表いたしました「連結子会社における株式の売却検討開始に関するお知ら

せ」のとおり、当社の連結子会社である株式会社ネクストフィナンシャルサービス（以下、NFS 社）

の株式譲渡に向けた交渉を、ホームネット株式会社（以下、HN 社）との間で協議してまいりまし

たが、本日株式譲渡契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、当社及び当社グループの業績に与える影響は、本日別途発表しております「特別損失の発

生及び役員報酬減額に関するお知らせ」に記載のとおりでございます。これ以外の影響に関しては

現在精査中であり、平成 22 年８月 10 日に予定しております平成 23 年３月期第１四半期決算発表

時に公表させていただく予定です。 

 

１．株式譲渡契約締結の理由 

平成 22 年６月 15 日に公表いたしました「連結子会社における株式の売却検討開始に関するお知らせ」

のとおり、NFS 社は早期に債務超過を解消すべく、収益拡大に向けコスト削減や商品の見直しに努め

ており、足元の状況においては営業損益が黒字基調となってきているものの、債務超過の解消には

時間を要する状況となっております。一方、当社グループの中期的な戦略の中心である「DB+CCS
（データベース＋コミュニケーション＆コンシェルジュサービス）」を推進していく中で、NFS 社

が担う賃貸保証事業について、今後の方向性を検討しておりました。 
そのような中、賃貸保証業界の健全な発展のため、真に必要としている利用者に向けてのサービ

ス提供を目指して、賃貸保証事業をコア事業として推進していく HN 社の考えと、当該事業の位置

づけの見直しを含め、今後の方向性を検討していた当社の考えが一致いたしました。その結果、当

社グループにおいては「DB＋CCS」における選択と集中の判断において NFS 社の株式 100％を HN
社に売却することが最善であるとの判断をいたしました。 

 
なお、当該株式譲渡契約の中では株式の譲渡に先立ち、NFS 社に対し、当社を引受先とする株主

割当増資による 626 百万円の増資を予定しております。増資は、債務超過の解消及び事業を継続す

るために財務体質の強化を図ることを目的としております。 
 

２．異動する子会社（NFS 社）の概要 

（1） 商号  株式会社ネクストフィナンシャルサービス 
（2） 代表者  代表取締役社長 中村 安志 
（3） 所在地  東京都千代田区内神田１丁目 15 番 10 号 
（4） 事業内容 賃貸保証事業の運営 
（5） 資本金  250 百万円  
（6） 設立年月日 平成 19 年 7 月 18 日 



（7） 大株主  株式会社ネクスト（100％） 
（8） 当社との関係 
  資本関係 ：100％出資 
  人的関係：役員の兼任３名 
  取引関係：管理業務の受託 
（9） 最近事業年度における業績の動向 

単位：千円 
  平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 

売 上 高 54,155 278,381 783,883 
営 業 利 益 △296,401 △319,003 △120,673 
経 常 利 益 △309,695 △317,627 △120,207 
当 期 利 益 △424,746 △343,286 △89,012 
総 資 産 76,413 351,873 402,538 
純 資 産 △324,746 △268,033 △357,046 

 
※資本金は平成 22 年７月 14 日現在の金額です。前述のとおり株式譲渡前に 626 百万円の増     
資を予定しており、譲渡時の資本金は 563 百万円となる見込みです。 

 
３．株式の譲渡先（HN 社）の概要（平成 22 年３月 31 日現在） 

（1） 商号  ホームネット株式会社 
（2） 代表者  代表取締役 藤田 潔 
（3） 所在地  東京都新宿区馬場下町１番地１ 
（4） 事業内容 緊急通報事業、家賃保証事業、医療健康関連サービス 
（5） 資本金  97 百万円 
（6） 設立年月日 平成３年 12 月 
（7） 純資産  110 百万円 
（8） 総資産  667 百万円 
（9） 株主  江﨑 眞一、株式会社ネンキ、つばめ自動車株式会社、 

株式会社ジャパンシステムリース、藤田 潔、綜合警備保障株式会社、 
株式会社損害保険ジャパン、中央三井信託銀行株式会社、 
美勢エージェンシー株式会社、三洋興産株式会社 

（10） 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係全てにおいて該当事項はありません 
 

 
４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

（1） 異動前の所有株式数  22,520 株（所有割合 100％） 
（2） 譲渡株式数   22,520 株（譲渡価額は１株１円 合計 22,520 円） 
（3） 異動後の所有株式数  ０株（所有割合 ０％） 

※所有株式数及び譲渡株式数は 7 月中に予定している増資により増加した株式を基準としてお

ります。 
 
５．今後の日程 

（1） NFS 社の増資  平成 22 年７月中（予定） 
（2） 株式譲渡日  平成 22 年８月２日（月）（予定） 



６．今後の見通し 

当該譲渡による、「特別損失の発生及び役員報酬減額に関するお知らせ」に記載以外の今期業績に     
与える影響は、平成 22 年８月 10 日に予定しております平成 23 年３月期第１四半期決算発表時に

発表予定です。 
 

【参考】 
 平成 22 年６月 15 日公表 「連結子会社における株式の売却検討開始に関するお知らせ」 
 平成 22 年７月 14 日公表 「特別損失の発生及び役員報酬減額に関するお知らせ」 
 

以 上 


