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孫会社の異動（株式取得）に関するお知らせ 

 

当社は平成 23 年１月７日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるリスモン・マッスル・デ

ータ株式会社が、日本アウトソース株式会社の全株式を取得し、子会社化（当社の孫会社化）すること

について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式取得の理由 

当社の連結子会社であるリスモン・マッスル・データ株式会社は、平成 17 年 12 月の設立以来、ア

ナログ情報のデジタルデータ化を中心に、マーケティング業務の効率化及びデジタルデータ化ソリュ

ーションによるＢＰＯ（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業を展開し、中国海南省に自社

センターを開設する等、国内外のデータエントリーセンターを活用した業務改革アウトソーシングサ

ービス事業の拡大を推進しております。 

日本アウトソース株式会社は、メガバンクを始めとする大手金融機関を主要取引先とし、プライバ

シー・マーク認証基準に準拠したセキュリティ管理体制の下、データエントリーサービスから封入、

発送サービスまで、主にバックオフィス事務のアウトソーシングトータルサービスを提供しておりま

す。主要サービスであるデータ入力につきましては、経験 10 年以上のベテランオペレータを中心に、

異なるオペレータにより最低でも２回入力を行うと共に最新鋭の入力専用機にてリアルタイムでの監

視を実施しております。１回入力のエラー率は平均で 0.04％と高品質なサービスの提供を誇っており、

大手金融機関との約 40 年に及ぶ取引実績がデータ入力精度の高さを証明しております。 

昨今の景気低迷の影響を受け企業の人員削減が進められる中、業務改革アウトソーシングサービス

事業の需要はより高まっております。今後は、同社の株式を取得することで、同社の高い精度を誇る

データ入力のノウハウと当社グループがこれまで蓄積してきた約 240 万社の企業情報及び統計的解析

手法を組み合わせた高品質で付加価値の高いサービスを提供し、当社グループの成長を一段と加速し

てまいります。 
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２．孫会社となる会社の概要 

(1)商号 日本アウトソース株式会社 

(2)代表者 代表取締役社長 蓮生重剛 

(3)所在地 東京都渋谷区桜丘町８番 18 号プレム桜丘ビル 

(4)設立年月 昭和 46 年４月 

(5)主な事業内容 データエントリー、文書電子化サービス、システム開発 

(6)決算期 ３月 

(7)資本金 30 百万円 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

(8)上場会社と当該会社との関係等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

(9)発行済株式総数 52,000 株 

(10)大株主及び所有割合 蓮生重剛 52.7％ など計５名 

(11)当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 

売上高 530 百万円 598 百万円 296 百万円

営業利益 19 百万円 26 百万円 5百万円

経常利益 24 百万円 12 百万円 7百万円

当期純利益 14 百万円 8百万円 5百万円

総資産 270 百万円 202 百万円 227 百万円

純資産 99 百万円 107 百万円 113 百万円

１株当たり配当金 －円 －円 －円

 

３．株式の取得先  

(1)氏名 蓮生重剛 など計５名 

(2)住所 個人のため記載を省略いたします。 

(3)上場会社と当該個人

の関係 

当該個人である蓮生重剛は、当該会社の代表取締役社長であり、その他の４

名はその親族であります。当社と当該個人及びその近親者との間には、記載

すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社との当該個人等の間には、特筆すべき取引

関係はありません。 

 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1)取得前の所有株式数 －株（所有割合：－％） 

(2)取得株式数 52,000 株（取得価額：50 百万円） 

(3)取得後の所有株式数 52,000 株（所有割合：100.0％） 
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５．株式を取得する当社子会社の概要 

(1)商号 リスモン・マッスル・データ株式会社 

(2)代表者 代表取締役社長 藤本太一 

(3)所在地 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 

(4)設立年月 平成 17 年 12 月 

 

６．日程 

(1)取締役会決議 平成 23 年１月７日 

(2)引渡期日 平成 23 年１月 14 日 

 

７．日本アウトソース株式会社新役員の選任 

平成 23 年１月 14 日開催予定の同社臨時株主総会及びその後の取締役会において、役員の人事異動

について次のとおり付議することとなりましたのでお知らせいたします。 

新役職名 氏名 現役職名 

代表取締役社長 藤本太一 当社 取締役副社長 

リスモン・マッスル・データ株式会社 代表取締役社長 

リスモン・ビジネス・ポータル株式会社 代表取締役社長 

サイバックス株式会社 取締役 

取締役副社長 蓮生弘志 日本アウトソース株式会社 取締役副社長 

取締役 松澤高司 当社 関連事業統括部副部長 

リスモン・マッスル・データ株式会社 取締役ＣＯＯ 

取締役 奥山昌幸 当社 開発ソリューション部部長 

リスモン・マッスル・データ株式会社 取締役ＣＴＯ 

監査役 吉田麻紀 当社 管理ソリューション部 経理課課長 

リスモン・マッスル・データ株式会社 監査役 

 

８．今後の見通し 

本件による当期連結業績に与える影響は軽微であり、平成 22 年５月 12 日公表の平成 23 年３月期連

結業績予想の変更はありません。 

 

（ご参考）当期連結業績予想（平成 22 年５月 12 日公表分）及び前期連結実績 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成 23 年３月期） 
2,450 百万円 250 百万円 250 百万円 130 百万円

前期実績 

（平成 22 年３月期） 
2,185 百万円 223 百万円 224 百万円 165 百万円

 

以 上 


