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平成 24 年５月 28 日 

各 位 

会 社 名  株式会社ジャパンケアサービスグループ 

代表者名    代 表 取 締 役 社 長  馬 袋 秀 男 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号７５６６） 

問合せ先    常 務 取 締 役  松 井 康 夫 

（ＴＥＬ．０３－５９７４－６６８８） 

 

完全子会社の吸収分割に関するお知らせ 

当社及び当社の完全子会社である株式会社ジャパンケアサービス（以下「ジャパンケアサービ

ス」といいます。）は、ジャパンケアサービスの介護付有料老人ホーム「ウエルピア市川」（以下

「ウエルピア市川」といいます。）に係る事業を吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）に

より当社の親会社である株式会社メッセージ（以下「メッセージ」といいます。）に承継させる

ことを、本日、当社及びジャパンケアサービス取締役会において決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 
１．吸収分割の目的 

当社及びジャパンケアサービスは、メッセージによる当社普通株式に対する公開買付けの結果、メッ

セージが当社発行済株式総数 8,262,000 株のうち、その 94.17％に相当する 7,780,280 株を取得したこ

とにより、平成 24 年３月８日付けで、メッセージの連結子会社となりました（詳細は、平成 24 年３月

２日付け「株式会社メッセージによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主で

ある筆頭株主の異動に関するお知らせ」と題するプレスリリースをご覧下さい。）。 

当社グループは、訪問介護を中心とした在宅介護サービスに強みを持ち、東日本を中心に事業を展開

しておりますが、ジャパンケアサービスが運営する介護付有料老人ホームであるウエルピア市川は業績

が伸び悩んでおります。メッセージによる当社連結子会社化後は、当社とメッセージは緊密に連携して

事業を進めることで、それぞれのサービス分野を補完し、互いに更なる発展を遂げることを目指してい

たところ、ウエルピア市川については、高齢者向け施設の運営に強みのあるメッセージが主体となって

直接運営を行う方が、ウエルピア市川の業績改善をより効率的に実現でき、そのことは、当社ひいては

メッセージグループの一層の業績向上に寄与するものであると判断し、本吸収分割を実施することとな

りました。 
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２．吸収分割の要旨 

（１）吸収分割の日程 

 

吸収分割契約承認取締役会決議日： 平成 24 年５月 28 日 

吸収分割契約書締結日： 平成 24 年５月 28 日 

株主総会開催日（ジャパンケアサービス）： 平成 24 年６月 27 日（予定） 

吸収分割予定日（効力発生日）： 平成 24 年７月１日（予定） 

（注）本吸収分割は、メッセージについては会社法第 796 条第３項の規定が適用される簡易吸収

分割に該当することから、メッセージの株主総会の決議による承認を得ずに行います。 

 

（２）吸収分割の方式  

メッセージを承継会社、ジャパンケアサービスを分割会社とする吸収分割です。 

 

（３）吸収分割に係る割当ての内容 

メッセージは、本吸収分割に際し、対価の交付を行いません。ジャパンケアサービスの提供に

係るウエルピア市川に係る事業及び同事業に係る資産等の内容を精査し、同事業を時価純資産方

式により評価するとともに、専門家の見解を考慮した上で算定した同事業の評価額金０千円を元

に、当事会社間で協議した結果、メッセージは、本吸収分割にあたりジャパンケアサービスに対

し対価を支払わないこととすることを決定しました。 

 

（４）吸収分割に伴う新株予約権及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。 

 

（５）吸収分割により増減する資本金の額 

本吸収分割によるジャパンケアサービスの資本金の額に変更はありません。 

 

（６）メッセージが承継する権利義務  

メッセージは、本吸収分割により、ジャパンケアサービスが有するウエルピア市川に係る事業

に関する権利義務を承継します。 

 

（７）債務履行の見込み  

本吸収分割において、メッセージ及びジャパンケアサービスが負担すべき債務履行については、

履行の見込みに問題がないと判断しています。 

 

３．本吸収分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

（１）算定根拠等 

ジャパンケアサービスの提供に係るウエルピア市川に係る事業及び同事業に係る資産等の内
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容を精査し、同事業を時価純資産方式により評価することとともに、専門家の見解を考慮した上

で算定した同事業の評価額金０千円を元に、当事会社間で協議した結果、メッセージは、本吸収

分割にあたりジャパンケアサービスに対し対価を支払わないこととすることを決定しました。 

 

（２）公正性を担保するための措置 

メッセージは、ジャパンケアサービスを完全子会社とする当社の発行済株式総数の 94.17％の

株式を保有しており、ジャパンケアサービスを連結子会社としております。 

そこで、当社及びジャパンケアサービスは、本日開催された当社取締役会において、支配株主

であるメッセージと利害関係を有しない当社の社外監査役であり、株式会社大阪証券取引所（以

下「大阪証券取引所」といいます。）が定める企業行動規範に関する規則第７条に規定される同

社の独立役員である扇田守氏から、本吸収分割により当社及びジャパンケアサービス双方の企業

価値向上を図ることができること等を総合的に検討したうえで、「本吸収分割が、当社の少数株

主にとって不利益なものでない」とする旨の意見を入手しております。 

 

（３）利益相反を回避するための措置 

本吸収分割について、当社は、社外監査役が出席する取締役会において審議の上、決定してお

ります。 

また、当社及びジャパンケアサービスはメッセージの連結子会社に該当しますが、当社及びジ

ャパンケアサービスの役員は、いずれもメッセージの役職員を兼務しておりません。また、当社

及びジャパンケアサービス取締役会は、このようにメッセージから独立している取締役全員の賛

成により、本吸収分割を行うことを決議しております。 

 

４．分割当事会社の概要                       

 分割会社 承継会社 

（１） 商 号 株式会社ジャパンケアサービス 株式会社メッセージ 

（２） 本 店 所 在 地 
東京都豊島区北大塚一丁目 13 番

15 号 

岡山県倉敷市平田 923 番地１ 

（同所は登記上の本店所在地であ

り、実際の業務は以下で行ってお

ります。） 

岡山市北区下中野 1222 番地７ 

（３） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 

馬袋 秀男 

代表取締役社長 

古江 博 

（４） 事 業 内 容 介護事業関連サービスの提供 

介護保険法に基づく居宅サービス

事業、老人用居宅の賃貸及び管理

運営並びに有料老人ホームの経営

等 

（５） 資 本 金 の 額 50,000 千円 3,925,160 千円 
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（６） 設 立 年 月 日 平成 19 年８月 31 日 平成９年５月 26 日 

（７） 発 行 済 株 式 数 1,000 株 200,800 株 

（８） 決 算 期 3 月末 3 月末 

（９） 
大株主及び持株比率 

（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

㈱ジャパンケアサービスグループ

 100％ 

橋本俊明 26.23％

有限会社東畦商事 7.96％

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口） 7.71％

ゴールドマンサックスインターナ

ショナル(常任代理人 ゴールドマ

ン・サックス証券㈱)  5.71％

タイヨーパールファンドエルピー

(常任代理人 シティバンク銀行

㈱) 5.04％

日本マスタートラスト信託銀行㈱

(信託口)  4.17％

橋本敬江  3.98％

ザ チェース マンハッタン バン

ク エヌエイ ロンドン エス エ

ル オムニバス アカウント(常任

代理人 ㈱みずほコーポレート銀

行決済営業部) 3.28％

ザ チェース マンハッタン バン

ク 385036(常任代理人 ㈱みずほ

コーポレート銀行決済営業部)

 1.74％

ノーザン トラスト カンパニー

(エイブイエフシー)サブ アカウ

ント アメリカン クライアント

(常任代理人 香港上海銀行東京支

店) 1.36％

当事会社間の関係等 

資本関係 

メッセージは、ジャパンケアサー

ビスを完全子会社とする当社の株

式を 94.17％保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

（10）

 

取引関係 該当事項はありません。 
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関連当事者への 

該当状況 

ジャパンケアサービスはメッセー

ジの連結子会社であり、メッセー

ジとジャパンケアサービスは相互

に関連当事者に該当します。 

 

（11）直前事業年度の経営成績及び財政状態（平成 24 年３月期） （単位：百万円） 

 ジャパンケアサービス 

（分割会社） 

メッセージ 

（承継会社） 

純資産 △250（単体） 21,700（連結）

総資産 11,289（単体） 55,894（連結）

１株当たり純資産（円） △250,178.01（単体） 106,661.90（連結）

営業収入（売上高） 16,144（単体） 38,632（連結）

営業利益 95（単体） 5,872（連結）

経常利益 △297（単体） 6,246（連結）

当期純利益 △1,060（単体） 3,360（連結）

１株当たり当期純利益（円） △1,060,826.45（単体） 16,735.03（連結）

 

５．承継する事業の概要 

（１）承継する事業の内容 

介護付有料老人ホーム運営事業 

 

（２）承継する事業の経営成績 

売上高：685 百万円（平成 24 年３月期） 

 

（３）承継する資産、負債の項目及び帳簿金額 （単位：百万円） 

資産 負債 

項目 金額 項目 金額 

流動資産 190 流動負債 154

固定資産 1,350 固定負債 1,385

資産合計 1,540 負債合計 1,540

 

６．本吸収分割後の状況 

メッセージの商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、決算期、純資産及び総資

産のいずれについても、本吸収分割による変更はありません。 
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７．今後の見通し 

本吸収分割が当社及びジャパンケアサービスの業績に与える影響は、いずれも軽微と見込んでおりま

す。 

 

８．支配株主との取引等に関する事項 

メッセージは、ジャパンケアサービスを完全子会社とする当社の発行済株式総数の 94.17％の株式を

保有しており、ジャパンケアサービスを連結子会社としているため、ジャパンケアサービスにとって、

本吸収分割は支配株主との取引等に該当します。当社は「支配株主との取引等を行う際における少数株

主の保護の方針に関する指針」に基づき、支配株主等との取引条件等については、一般の取引先と同様

の基準で合理的に決定することとしております。本吸収分割は、この指針に適合するものと考えており

ます。 

また、当社及びジャパンケアサービスとしては、上記３．（２）及び（３）に記載の公正性担保措置

及び利益相反回避措置、並びに、本吸収分割によりメッセージに承継される事業の従前の収益状況に鑑

み、本吸収分割は当社の少数株主にとって不利益なものではないと考えております。 

さらに、当社及びジャパンケアサービスは、本吸収分割にあたり、本日開催された当社取締役会にお

いて、上記３．（２）に記載のとおり、支配株主であるメッセージと利害関係を有しない当社の社外監

査役であり、大阪証券取引所が定める企業行動規範に関する規則第７条に規定される独立役員である扇

田守氏から、本吸収分割により当社及びジャパンケアサービス双方の企業価値向上が図れること等を総

合的に検討したうえで、「本吸収分割が、当社の少数株主にとって不利益なものでない」とする旨の意

見を入手しております。 

なお、当社の平成 24 年５月 18 日付け「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関する

お知らせ」と題するプレスリリースにより公表した、メッセージによる当社の完全子会社化について本

吸収分割は何ら影響を与えません。 

 

（参考）当期業績予想及び前期実績（連結） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 24 年３月期 21,830 272 △136 △752

平成 25 年３月期 24,000 700 300 100

 

以上 


