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株式会社ライブレントの株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 当社は、取締役会において、株式会社ライブレントの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、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動の理由 

当社では、当社グループの業績回復及び持続的成長を可能にするための戦略資金として、前期に金融

機関からの借入による資金調達を行っており、平成21年11月18日にお知らせいたしました「資金の借

入に関するお知らせ」にも記載の通り、調達した資金は当初の資金使途に従い一部計画的に充当してま

いりました。 

一方、企業買収及び投資事業案件への投資については、当初の予定案件が成就せず未だ手元資金とし

て保有している状況となっており、資金の有効活用の観点からも早期の高収益案件への資金充当につい

て検討してまいりましたが、この度、将来的な資金繰りを見据えスポンサーとなる企業を探していた株

式会社ライブレント（東京都中野区、代表取締役：岡 勝）の全株式を取得し完全子会社化することと

いたしました。 

株式会社ライブレント（以下、「ライブレント」という。）は、不動産仲介のネットワークであるセ

ンチュリー21（株式会社センチュリー21・ジャパン運営）にもフランチャイズ加盟し、不動産物件の仲

介業を主たる事業としております。同社では現在の代表取締役である岡氏が平成22年４月にＭＢＯを行

い、同社株主が前株主の当社取締役会長である藤澤から岡氏へ移転しております。同社はＭＢＯの直前、

安定的収入を確保すべく賃貸用不動産物件を購入するための資金として日本振興銀行株式会社※１（以下、

「日本振興銀行」という。）より41.2 億円の借入を行い、うち31.2 億円で藤澤が株式を所有する会社

等から賃貸用不動産を購入し、残り 1,005 百万円の資金で同行の発行する株式取得も行いましたが、そ

の後、同行は経営破綻し民事再生手続きの申請を行ったことから、同行株式について損金の減損処理を

行ったことにより同社は債務超過に陥っております。そこで、将来の資金繰りに備えるため岡氏は藤澤

へ相談し、当社は藤澤からの情報を入手し、従来より有効な投資案件の発掘及び投資、並びに投資事業

部門の強化を模索していた当社にとって、本案件は検討に値すると判断いたしました。検討の結果、こ

れまで不動産事業専任での担当者がいなかった当社にとって、同社を当社の連結対象にすることは、同

社の専門的な営業ノウハウや独自ネットワークによる情報等の経営資源が取り込めること、また、仲介

のみならず賃貸物件を自ら保有していることから安定的な賃料収入も見込めるなど、当社の不動産事業

部門との連携により高い相乗効果を発揮できると判断しております。さらに、同社は少数精鋭による営

業形態をとっていることもあり、子会社が増えることでの当社管理部門の業務上の負担は、同社の売上

規模に比してそれほど大きくなく、また、当社グループ全体での収益性を高めるのに十分効果的である

と判断し、本件子会社化を決議いたしました。 

これにより、不動産事業部門が安定的な収益を確保することにより、本業であるアミューズメント事

業での新規出店やアミューズメント景品への投資など戦略の幅が一層広がり、さらなる業績の安定並び

に向上に注力し、収益基盤の強化に努めてまいります。 

 

※１．ライブレントは日本振興銀行から41.2億円の借入を行う際、ネオラインキャピタル株式会社（当

社取締役会長である藤澤が代表取締役を務めるネオラインホールディングス株式会社100％出資）



が保証人となり金銭消費貸借契約を締結しておりますが、同時に日本振興銀行に経営破綻等があ

った場合には同行が有する当該債権は、ネオラインキャピタル株式会社（以下、「ネオライン」

という。）へ移転する旨の契約も行っており、実際に同行が経営破綻した現在では結果として、

ライブレントへの41.2億円の貸付債権は、ネオラインへ譲渡されております。当社が依頼した第

三者的立場の有識者等の検証の結果、当該契約は法的にも有効であるとの見解が出ております。

その見解どおりでありますと当社は、ライブレントを子会社化した際には、当該借入債務も当社

連結貸借対照表へ引き継がれることになりますが、ライブレントが約定に基づき返済を行う限り

当然に期限の利益を有しており、また、返済先が日本振興銀行またはネオラインのいずれであっ

ても返済条件に変更はありませんので、当社グループへ及ぼすリスクは非常に小さいと認識して

おります。なお、ネオラインと日本振興銀行との間で当該債権の帰属先につきましては協議を行

っている段階であり、協議の結果によってはネオラインへ譲渡されない可能性もあります。また、

ライブレントが日本振興銀行から借り入れた条件については、当社が前期に同行より融資を受け

た条件と同様になっております。 

【借入条件の詳細】 

（1）借入先 ：ネオラインキャピタル株式会社 

（2）借入金額 ：41.2億円 

（3）借入金利 ：4.0％ 

（アップフロントフィとして111百万円（2.7％相当）を借入先へ融資実行

時に支払っております。） 

（4）借入移転日 ：平成22年９月10日 

（5）残返済期間 ：９年５ヶ月 

（6）資金使途 ：日本振興銀行株式会社株式取得1,005百万円（損失計上済）、 

賃貸用不動産取得31.2億円 

（7）担保※２ ：日本振興銀行株式会社株式、賃貸用不動産 

（8）財務制限条項 ：なし 

また、ライブレントが保有する同行の株式についても全額特別損失として計上済であるため、

当社連結財務諸表に与える偶発債務等は無いものと認識しております。 

   

※２．借入金の担保については、そもそも、当初、根抵当権で差入れられており、本契約に紐つけら

れた担保はございません。契約上では、「借入又は連帯保証人の信用状態が悪化した時又は貴行

の責に帰すことが出来ない事由による担保価値の減少等貴行の債権保全を必要とする相当の事

由が生じた場合において、貴行が相当の期間を定めて請求した時は借主は貴行が適当と認める担

保を提供し又は連帯保証人を立て、若しくはこれを追加するものとします。」となっております。

現在、日本振興銀行株式については、担保価値が毀損していると考えられますが、本件債権が日

本振興銀行に帰属する場合は、上述の「貴行の責に帰すことが出来ない事由による担保価値の減

少」には当たらず、また、ネオラインに帰属する場合にも、追加担保の請求は受けていないため、

いずれの場合においても、現状、追加担保の必要性はないと認識しております。 

 

 

２．異動の概要 

（1）取得株式数     1,400株（発行済株式数の100%） 

 

（2）取得価額      80,000,000円 

・価格算定根拠 

当社は、取得価格を決定するにあたり、当社及びライブレントの株主から独立した第三者算定機

関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下「プルータス」という。）に対して、ライ

ブレント普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成22 年 11 月５日付でプルータスから株式価値算

定書を取得いたしました。 

プルータスは、ライブレント普通株式の株式価値について、ディスカウンティッド・キャッシュ・



フロー法（以下「ＤＣＦ法」という。）を用いてライブレント普通株式の株式価値を、81百万円と

算定されております。 

このＤＣＦ法では、ライブレントの事業計画に基づく収益予測や投資計画等、過去の業績トレン

ドをもとに当社が合理的と考えた前提を考慮した上で、ライブレントが将来生み出すフリー・キャ

ッシュ・フローをもとに、事業リスクに応じた適切な割引率で現在価値に割り戻して企業価値を評

価し、ライブレント普通株式の１株あたりの株式価値を算定しております。 

従いまして、当社及びライブレントの株主は、ＤＣＦ法による上記株式価値を参考として、売買

価格を決定することといたしました。 

・取得価額の合理性 

当社はライブレントが作成したライブレント中期経営計画を入手し、その合理性について当社独

自に精査いたしました。その結果、当社により修正いたしました当該経営計画をもって第三者算定

機関であるプルータスに株式価値算定を依頼しております。従いまして、当社が合理的と考える前

提条件を元にプルータスにより算出された評価金額は公正妥当であると判断し、その合理性につい

ても担保されていると認識しております。 

また、当社としての見解は以下の通りとなります。 

ライブレントは主たる事業として事業会社及び一般顧客に対し不動産賃貸物件の仲介業務を営ん

でおります。東京都中野区を拠点に地域密着型営業展開を方針に中野区界隈の不動産オーナーとの

強固なネットワークを構築し、仲介業大手の株式会社センチュリー21・ジャパンへのフランチャイ

ズ加盟により、顧客に対し安心と信頼をもってサービスを提供する営業基盤を有しております。 

従って、これまで不動産事業専任での担当者がいなかった当社にとって、同社の専門的な営業ノ

ウハウや独自ネットワークによる情報等の経営資源を活用するなどの協業による事業上の相乗効果

も極めて高く、当社の連結業績に安定した収益源として寄与するものと認識しております。 

なお、当社は同社が保有する賃貸用不動産物件についても、外部の第三者機関である株式会社不

動産鑑定士海老沼事務所による不動産鑑定を行っており、資産状況及びその収益性においても当社

の連結業績に対し大きく寄与するものと考えております。また、当該賃貸用不動産物件の一部にお

いては、ホテル業を運営する株式会社バニラ（ネオラインホールディングス株式会社100％出資）及

びその宿泊施設がテナントとして入居しておりますが、株式会社バニラは、事業を行ううえで関連

する法律である旅館業法や風営法※３並びに都市毎に定める政令及び条例などを徹底して遵守してお

り、当社ではこの点についても厳正に確認しております。さらに、本件については、株式会社バニ

ラの顧問弁護士である鷲尾誠氏（銀座第一法律事務所）から客観的立場にて、当該賃貸用不動産物

件テナントのホテル業は風営法の定義要件には合致せず旅館業法上に適法であるとの見解を得てお

ります。 

従いまして、当社グループのこれからの成長にとってこの度のライブレント株式の取得について、

総合的に判断し、十分に効果的且つ合理的な取引であると認識しております。 

   

※３．株式会社バニラは、旅館業法に基づきホテル業を運営しており、風営法上の営業許可申請を

必要とする施設・設備状況に関する定義要件に抵触する事項はございません。 

 

・「少数株主の保護に関する当社の考え」について 

当社取締役会長である藤澤は当社の支配株主ではなく今回の取引対象者ではないものの、当社の

発行済株式の38.6％を保有するRevival Asset Management１号投資事業組合に90％を出資しており

ます。 

なお、この度のライブレント株式の取得による同社の当社子会社化により、結果的にはネオライ

ンホールディングス株式会社が100％出資するネオラインからの借入が発生するものであり、また借

入金の資金使途である購入賃貸不動産の主なテナントとして藤澤の出資する会社（当該会社の一部

は、直接の賃貸先ネオラインホールディングス株式会社となっており、そこから当該会社への転貸

契約となっております。）が入居していることから、当社は本件取引の実行にかかる手続きを当社

の少数株主の利益の保護に十分に配慮したものとすべく、藤澤と利害関係を有しない当社の独立役

員である根本成純（監査役）並びに石川直基（監査役）に対し、取引等の目的、交渉過程の手続き、

対価の公正性、当社の企業価値向上の観点から、本件取引が当社の少数株主にとって不利益でない



ことに関する検討を依頼いたしました。 

    以下が、その意見となります。 

（独立役員からの意見） 

この度の株式会社ライブレント株式取得に関する取引において、当社では借入金の使途にあるよ

うな将来の当社グループの成長のための投資であるか、企業価値向上に繋がる投資であるか、また

同社の事業採算性及び計画性が当社連結業績に与える影響等を総合的に判断し、本件が当社の不動

産事業部門との連携によるシナジーを最大限発揮できる有効なものであるとの見解に至っており

ます。 

同社株式の取得に際し、当社では同社株式価値を公正に評価すべく外部の第三者機関に株式価値

算定評価を依頼しており、同社株式取得価額は当社が考慮した前提条件（株式会社ライブレントが

作成した中期経営計画に当社の精査による修正を行なった当該経営計画）に基づき客観的に算定し

ているため、本件取引における諸条件等を独立役員として総合的に勘案した結果、公正及び妥当で

あると判断しております。 

また、株式会社ライブレントは安定収益確保のため、岡氏によるＭＢＯと同時期に当社取締役会

長である藤澤が出資する会社等から賃貸用不動産物件の取得を行っており、当社はこの度の同社子

会社化にあたり、これらの賃貸用不動産物件について公正な評価額等を確認すべく外部の第三者機

関による不動産鑑定評価を行っております。その結果、算定された不動産鑑定評価額が、当該賃貸

用不動産の固定資産評価額から一般的に想定される時価価値（固定資産評価額を0.7で割り戻した

価額）と比して大きな隔たりがないため、当該賃貸用不動産の資産は公正価額であると判断してお

ります。 

以上のプロセスにより、当社は同社株式を取得するうえで適切な手続きを経ていると判断してお

ります。 

さらに、当該物件についての賃貸契約において、一部ライブレントとネオラインホールディング

ス株式会社とで転貸契約を締結しておりますが、これは５年契約の確保及び管理コスト軽減等を鑑

み、妥当な契約条件であると判断しております。 

一方、同社のネオラインキャピタル株式会社からの 41.2 億円の借入については、これは同社の

日本振興銀行株式会社からの借入が、同行の破綻によりネオラインキャピタル株式会社に移転した

とされているものでありますが、その債務が日本振興銀行株式会社、若しくはネオラインキャピタ

ル株式会社のいずれに帰属することになっても、株式会社ライブレントが約定に基づき返済を行う

限り当然に期限の利益を有しており、また、その借入条件については、当社が前期に日本振興銀行

株式会社より借り入れた際と同条件であり、問題ないと判断しております。 

これら上述のことから、株式会社ライブレントの株式取得におけるその取得価額は、外部の第三

者機関による株式評価額に基づき算定しているうえ、一連の取引に関する手続きにおいても公正性

及び妥当性を重視しており問題はないと判断し、さらに同社の子会社化は当社の主軸であるアミュ

ーズメント事業を補完するための事業である投資事業の強化となり、当社グループがさらなる成長

のため事業基盤を安定させ、それがひいては企業価値の向上に繋がるなど、当社のこれからの営業

活動を阻害するものではなく、少数株主にとっても不利益となるものではないと判断しておりま

す。 

なお、当社会長である藤澤は、ライブレントの株式取得に関して法的な利益相反取引に該当はし

ませんので、当該決議には参加しております。なお、藤澤以外の役員による決議数においても決議

要件は満たしております。 

 

（3）異動前後の所有株式数 

 所有株式数 所有割合 

異動前 ― 0％ 

異動後 1,400株 100％ 

  

（4）取得の方法と取得資金の調達について 

当該株式の取得は、平成21年11月18日開示の借入資金により現金による支払いにて行います。 



 

 （5）取得の相手先の概要 

    ライブレント株主より取得いたします。 

①氏名： 岡 勝（1,400株（発行済株式の100％）） 

②住所： 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 

③当社との取引関係：人的・資本的・取引関係は特にございません。 

 

 

３．異動子会社の概要 

（1）商号     株式会社ライブレント 

（2）代表者    代表取締役  岡 勝 

（3）所在地    東京都中野区中野５－６５－４ 

（4）設立年月日  平成19年３月 

（5）資本金    70百万円 

（6）発行済株式数 1,400株 

（7）事業内容  ① 不動産の賃貸･売買・管理および鑑定ならびにコンサルティング業務 

② 不動産取引に関する保証および債権買取を含めた信用供与 

③ 家賃保証および回収に関する業務 

④ 損害保険代理業 

⑤ 広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理業アミューズメント施設の経営 

（8）従業員数      18名（アルバイト含む） 

（9）最近事業年度における業績の動向                 （単位：百万円） 

 平成21年９月期 平成22年９月期 

売上高  192 277 

営 業 利 益 4 △37 

経 常 利 益 5 △121 

当期純利益 3 △1,127 

総資産 50 3,630 

純資産 34 △1,053 

※上記決算間の貸借対照表の変化の主な要因は資産については前述の購入不動産の増加及び借入金

のアップフロントフィに伴う長期前払費用の増加となり、負債については前述の借入金及び不動

産賃貸による預り敷金の増加となります。 

（10） 株主     岡 勝（100％） 

（11） 当社との関係 資本関係 直接的な関係はありませんが、当社会長である藤澤信義の以前の出資先

（100%）であります。 

         人的関係 記載すべき事項はございません。 

         取引関係 記載すべき事項はございません。 

 

 

４．異動の日程 

  平成22年11月18日  取締役会決議 

    なお、平成22年11月19日付の株式会社バニラに対する弁護士意見の取得を停止条件としておりま

したので、当社の取締役会決議の効力発生日は平成22年11月19日であります。 

平成22年11月19日  株式譲渡契約締結   

  平成22年11月19日  株式取得 

  平成22年11月19日  取得価額の払込み 

 

 

 



 

５．今後の見通し 

ライブレントは平成22年９月期決算において、債務超過となっておりますが、これは、主として同社

が保有する日本振興銀行の株式について、１円まで評価減を行っていることによるものであります。ま

た、同社業績につきまして営業損失37百万円を計上しておりますが、不動産取得税の計上約100百万円

によるものが主な要因となっており、当該費用は平成22年９月期にのみ発生したものであるため、当社

の当期の連結業績に与える影響はございません。同社の平成23年９月期以降の事業計画は、不動産仲介

業及び保有不動産の賃料収入を軸とし営業を展開していく方針であり、増収増益による黒字業績を見込

んでおります。なお、連結財務諸表においては今回の不動産鑑定評価価額に従い、不動産資産について

はライブレントにおいて簿価計上されている金額より評価増され連結貸借対照表に反映されますが、税

効果会計等の適用により概ね４～５億円程度ののれんが計上される見込みとなり、連結財務諸表上、債

務超過となることはございません。また、当該のれんについては５年間での均等償却を想定しておりま

すが、その償却を考慮しても連結財務諸表における収益は十分に確保でき、ライブレントの財務諸表に

おける債務超過についても、黒字業績を確実に積み上げることにより解消していくものであります。 

また、当社の当期連結業績に与える影響につきましては、本日開示の、「業績の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。なお、今後修正が生じる事が明らかになり次第お知らせいたします。 

以上 


