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連結子会社の合併に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年７月１日開催の取締役会において、平成23年10月１日を効力発生日とする当社の

連結子会社同士の合併を行う事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。 

なお、本合併は当社が100％出資する連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略し

ております。 

 

記 

 

１．合併の対象とする子会社の範囲 

（１）四国地方に本店を置く連結子会社３社 

吸収合併存続会社： セントケア香川株式会社（商号をセントケア四国株式会社へ変更予定）

吸収合併消滅会社： セントケア徳島株式会社、セントケア愛媛株式会社 

 

（２）九州地方に本店を置く連結子会社５社 

吸収合併存続会社： セントケア熊本株式会社（商号をセントケア九州株式会社へ変更予定）

吸収合併消滅会社： セントケア佐賀株式会社、セントケア長崎株式会社、セントケア大分株

式会社、セントケア宮崎株式会社 

 

 

２．合併の目的 

上記８社については、いずれも株式会社コムスンから会社分割の方法により、平成19年11月なら

びに平成19年12月に在宅介護サービス事業を譲り受けました。 

その後、当社といたしましては、承継したお客様と従業員ならびに関係者に不利益が生じるのを

回避すべく、承継時の体制を維持しながら地域に密着した企業として発展に努めてまいりました。

その結果、現状においては殆どの子会社において営業黒字を計上し、当社グループの企業価値向上

に大きく寄与する成果をあげることができました。 

その一方で、現行の体制においては、本社コストの重複や法人単位が細かいことから生じる様々

な事務管理の負荷などの課題を抱えております。また、今後の社会情勢や介護保険法改正などの経

営環境の変化に柔軟に対応するためには、一定の企業規模と健全な財務体制が必要となっておりま

す。 

当社といたしましては、本合併による組織再編を行うことにより、経営資源の効率的運用を図る

とともに事業規模拡大に向けた体制を構築し、当社グループとしての更なる価値向上につなげてま

いります。 

 

 

 



３．合併の要旨 

（１）合併の日程 

合併承認の取締役会決議（当社） ：平成 23 年７月１日 

合併契約締結（合併当事会社） ：平成 23 年７月１日 

合併承認株主総会（合併当事会社） ：平成 23 年７月 15 日（予定） 

合 併 の 予 定 日 （効力発 生日） ：平成 23年 10 月１日 

 

（２）合併の方式 

① セントケア香川株式会社（商号をセントケア四国株式会社へ変更予定）を存続会社とする

吸収合併方式で、セントケア徳島株式会社・セントケア愛媛株式会社は解散いたします。 

② セントケア熊本株式会社（商号をセントケア九州株式会社へ変更予定）を存続会社とする

吸収合併方式で、セントケア佐賀株式会社・セントケア長崎株式会社・セントケア大分株式

会社・セントケア宮崎株式会社は解散いたします。 

 

（３）合併に係る割当ての内容 

合併当事会社はいずれも当社の 100％子会社であるため、合併比率の取り決めはありません。 

 

（４）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

 

４．合併当事会社の概要（平成 23 年３月 31 日現在） 

（１）四国地方に本店を置く連結子会社３社（平成 23 年３月 31 日現在） 

商号 セントケア香川株式会社 

（吸収合併存続会社） 

セントケア徳島株式会社 

（吸収合併消滅会社） 

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業 

設立年月日 平成 19 年８月 31 日 平成 19 年８月 31 日 

本店所在地 香川県高松市 徳島県徳島市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 長谷川 章公 代表取締役社長 長谷川 章公 

資本金の額 30,000 千円 30,000 千円 

純資産 37,990 千円 46,132 千円 

総資産 93,133 千円 221,874 千円 

発行済株式数 1,000 株 1,000 株 

当社の持株比率 100％ 100％ 

 

商号 セントケア愛媛株式会社 

（吸収合併消滅会社） 

事業内容 介護サービス事業 

設立年月日 平成 19 年８月 31 日 

本店所在地 愛媛県松山市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 長谷川 章公

資本金の額 30,000 千円 

純資産 29,558 千円 

総資産 128,891 千円 

発行済株式数 1,000 株 

当社の持株比率 100％ 

 



（２）九州地方に本店を置く連結子会社５社（平成 23 年３月 31 日現在） 

商号 セントケア熊本株式会社 

（吸収合併存続会社） 

セントケア佐賀株式会社 

（吸収合併消滅会社） 

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業 

設立年月日 平成 19 年８月 31 日 平成 19 年８月 31 日 

本店所在地 熊本県熊本市 佐賀県佐賀市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川島 裕介 代表取締役社長 川島 裕介 

資本金の額 30,000 千円 30,000 千円 

純資産 38,435 千円 △43,957 千円 

総資産 159,869 千円 106,821 千円 

発行済株式数 1,000 株 1,000 株 

当社の持株比率 100％ 100％ 

 

 

商号 セントケア長崎株式会社 

（吸収合併消滅会社） 

セントケア大分株式会社 

（吸収合併消滅会社） 

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業 

設立年月日 平成 19 年８月 31 日 平成 19 年８月 31 日 

本店所在地 長崎県長崎市 大分県別府市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川島 裕介 代表取締役社長 川島 裕介 

資本金の額 30,000 千円 30,000 千円 

純資産 961 千円 △198,756 千円 

総資産 106,975 千円 79,781 千円 

発行済株式数 1,000 株 1,000 株 

当社の持株比率 100％ 100％ 

 

 

商号 セントケア宮崎株式会社 

（吸収合併消滅会社） 

事業内容 介護サービス事業 

設立年月日 平成 19 年８月 31 日 

本店所在地 宮崎県宮崎市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川島 裕介 

資本金の額 30,000 千円 

純資産 △47,938 千円 

総資産 97,595 千円 

発行済株式数 1,000 株 

当社の持株比率 100％ 

 



５．合併後の状況 

商号 セントケア四国株式会社（予定） セントケア九州株式会社（予定）

事業内容 介護サービス事業 介護サービス事業 

本店所在地 香川県高松市 熊本県熊本市 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 長谷川 章公 代表取締役社長 川島 裕介 

資本金の額 30,000 千円 30,000 千円 

事業年度の末日 ３月 31 日 ３月 31 日 

当社の持株比率 100％ 100％ 

 

 

６．今後の見通し 

100％子会社同士の合併であることから、本合併による当社連結業績に与える影響はありません。 

 

以上 


