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平成 26年 8月 5日 

 各 位 

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 矢﨑 雄一郎 

 （ コ ー ド 番 号 ： 2 1 9 1 ） 

問 合 せ 先 執行役員社長室長 山 本  一 之 

電 話 ０ ３ － ５ ５ ７ ２ － ６ ５ ９ ０ 

 

 

株式会社ミニンシュラーの株式取得（連結子会社化） 

及び新規事業の開始に関するお知らせ 

 

 

当社（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢﨑 雄一郎）は、平成 26 年 8 月 5 日開催の取締役会

において、株式会社ミニンシュラー（本社：東京都中央区、代表取締役：小林 靖治、以下       

「ミニンシュラー」）の全株式を取得し、連結子会社化することについて決議しましたので、下記の  

とおりお知らせいたします。当社グループは、最先端のがん治療に対応する新しい保障の提供を予定

しており、本連結子会社を通じ少額短期保険事業（以下「保険事業」）を開始いたします。 

また、本連結子会社化に伴い、平成 26 年 12 月 1 日付で同社商号をテラ少額短期保険株式会社に  

変更する予定です。 

 

記 

 

1. 株式取得の理由及び新規事業の趣旨 

当社は、がんワクチンの一つである樹状細胞ワクチン「バクセル®（Vaccell）」等の研究開発に   

取り組んでいます。「バクセル®」は、がんに対する免疫反応に最も有効とされる反応を強力に誘導す

ることができる当社独自の技術であり、国立大学病院を含む全国の医療機関に提供しています。医療

機関における累計症例数は約 8,250 症例（平成 26 年 6 月末現在）に達しており、現在は樹状細胞   

ワクチン「バクセル®」の薬事承認取得に向けた取り組みを推進しています。 

ミニンシュラーは、少額短期保険業者として、乳がん診断保険金付女性特定疾病医療保険等、市場

ニーズを汲み取って独自性の高い商品展開を行っています。 

この度、当社はミニンシュラーの全株式を取得し、連結子会社化することで保険事業に参入し、  

がん免疫細胞療法を含む最先端のがん治療に対応する保障を提供する予定でおります。本連結子会社

が提供する保障は、がん患者のみなさまの金銭的な負担を軽減し、最先端のがん治療をより早い    

タイミングで治療の選択肢にしていただけるような商品や、更に、がんに罹患したことのない方に  

加え、がん罹患者の方にも加入しやすいような商品を検討し、法令に基づき諸官庁への届出の後、販

売することで、より多くのがん患者のみなさまに利用していただくことを目指しています。 

また、平成 26 年 11 月に、細胞加工業の事業化に関する「再生医療等の安全性の確保等に関する   

法律」が施行される予定となっており、再生・細胞医療の更なる普及が期待されています。当社    

グループは、再生・細胞医療をより安全に提供し、患者のみなさまが安心して再生・細胞医療を受け

られるような損害保険領域の商品についても検討し、法令に基づき諸官庁への届出の後、販売する予

定です。 
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2. 異動する子会社（ミニンシュラー）の概要 

(1) 名称 株式会社ミニンシュラー 

(2) 所在地 東京都中央区八丁堀 4-10-1 

(3) 代表者 代表取締役 小林靖治 

(4) 主な事業内容 少額短期保険業 

(5) 資本金 100百万円 

(6) 設立年月日 平成 20年 2月 

(7) 大株主及び持ち株比率 株式会社グリーンキャピタル          11％ 

株式会社エイエムアール            11％ 

アドバンスコミュニケーションズ株式会社    11％ 

株式会社エイジェイオーエル          11％ 

株式会社グリーンオペレーションズ       11％ 

株式会社N i c                                  11％ 

EFS European Financial Services Ltd.     11％ 

株式会社ティーシーエス                         7％ 

濱田 卓二郎                                    7％ 

小林 靖治                                    3％ 

大林 淑                    3％ 

松田 寿々雄                  3％ 

(8) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状況（単体） 

決算期 平成 24年 3月期 平成 25年 3月期 平成 26年 3月期 

純資産（百万円） 144 61 26 

総資産（百万円） 270 72 32 

1株当たり純資産（円） 36,126 15,419 6,728 

経常収益（百万円） 1,962 712 229 

経常利益（百万円） 28 -82 -34 

当期純利益（百万円） 7 -82 -34 

1株当たり当期純利益（円） 1,909 -20,707 -8,691 

 

3. 株式取得の相手先の概要 

(1) 名称 株式会社グリーンキャピタル 

(2) 所在地 東京都杉並区天沼 3-9-13 

(3) 代表者 齋藤 仁 

(4) 主な事業内容 ベンチャー企業に対する投資、経営に関するコンサルティング業務 

(5) 資本金 10百万円 

(6) 設立年月日 平成 9年 12月 

(7) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 名称 株式会社エイエムアール 

(2) 所在地 東京都杉並区天沼 3-9-13 

(3) 代表者 青田 眞弓 

(4) 主な事業内容 各種マーケティング業務、経営指導の為の企業管理、経営受託 

(5) 資本金 10百万円 

(6) 設立年月日 平成 19年 7月 

(7) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 
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(1) 名称 アドバンスコミュニケーションズ株式会社 

(2) 所在地 東京都杉並区天沼 3-9-13 

(3) 代表者 石井 信行 

(4) 主な事業内容 情報通信コンピューターシステムの開発、コンピューターへのデータ

入力業務及びファイリング業務 

(5) 資本金 10百万円 

(6) 設立年月日 平成 10年 10月 

(7) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 名称 株式会社エイジェイオーエル 

(2) 所在地 東京都杉並区天沼 3-9-13 

(3) 代表者 加藤 達也 

(4) 主な事業内容 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

(5) 資本金 10百万円 

(6) 設立年月日 平成 3年 4月 

(7) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 名称 株式会社グリーンオペレーションズ 

(2) 所在地 東京都品川区大崎 1-6-1 

(3) 代表者 松田 寿々雄 

(4) 主な事業内容 生命保険・損害保険に関する業務の事務代行等、補償見舞金サービス

に関する業務の事務代行等 

(5) 資本金 157百万円 

(6) 設立年月日 平成 17年 7月 

(7) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 名称 株式会社 Nic 

(2) 所在地 東京都港区虎ノ門 4-3-1 

(3) 代表者 西部 修司 

(4) 主な事業内容 各種保証・補償制度の構築及びコンサルティング 

(5) 資本金 30万円 

(6) 設立年月日 平成 18年 12月 

(7) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 名称 EFS European Financial Services Ltd. 

(2) 所在地 Talstrasse 20,8001,Zurich,Swtzerland 

(3) 代表者 Philippe Meyer 

(4) 主な事業内容 金融アドバイザリー業 

(5) 資本金 50,000スイスフラン 

(6) 設立年月日 昭和 54年 12月 

(7) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 
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(1) 名称 株式会社ティーシーエス 

(2) 所在地 東京都江東区亀戸 1-42-18 

(3) 代表者 佐藤 喜代純 

(4) 主な事業内容 損害保険代理及び、生命保険募集業務に関する業務等 

(5) 資本金 55百万円 

(6) 設立年月日 昭和 63年 8月 

(7) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 氏名 濱田 卓二郎 

(2) 住所 東京都新宿区 

(3) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 氏名 小林 靖治 

(2) 住所 東京都世田谷区 

(3) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 氏名 大林 淑 

(2) 住所 神奈川県鎌倉市 

(3) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

(1) 氏名 松田 寿々雄 

(2) 住所 東京都港区 

(3) 当社との関係 資本関係、人的関係、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)異動前の所有株式数 －株 

（議決権の数：－個） 

（議決権書通割合：－％） 

(2)取得株式数 4,000株 

（議決権の数：4,000個） 

(3)取得価額 株式会社ミニンシュラーの普通株式 40百万円 

(4)異動後の所有株式数 4,000株 

（議決権の数：4,000個） 

（議決権所有割合：100.0％） 

 

5. 日程 

平成 26年 8月 5日    取締役会決議 

平成 26年 8月 5日    株式譲渡契約締結日 

平成 26年 8月 5日    株式譲渡日 

平成 26年 8月 5日    新規事業開始（新商品の提供開始は平成 27年以降を予定） 

 

6. 今後の見通し 

本件の当連結会計年度における業績への影響につきましては、本日決算発表時に公表の平成26年  

12月期連結業績予想に織り込んで開示しています。 

以 上 


