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株式会社サマデイ等が管理・運営する早稲田塾事業の会社分割等により設立される

新設会社の全株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社サマデイ（以下「サマデイ」といいます。）

等が管理・運営する早稲田塾事業の会社分割等により設立される新設会社（以下「対象会

社」といいます。）の発行済普通株式を100%取得し、子会社化することを決議し、サマデ

イ等との間で株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式取得の理由  

 

当社グループは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財の育成」という教育理念を実現

すべく、高校生部門（東進ハイスクール、東進衛星予備校等）、小・中学生部門（四谷大

塚等）、スイミングスクール部門（イトマンスイミングスクール）を中心に、提供するコ

ンテンツの充実や受講環境の整備等を通じて、「心・知・体」の教育を総合的に行える体

制の構築を進め、全国約２５万人の生徒を有する民間最大規模の教育機関として、次世代

のリーダーの育成に取り組んでおります。 

一方、サマデイ等は、現役高校生を主な対象とした「早稲田塾」を東京都、神奈川県、

千葉県、埼玉県にて24校運営しており、創業以来、受験のみならず、国際舞台にはばたく

次世代のリーダーの育成を目標に、きめ細かなプログラムの提供を通じて、特にAO・推薦

入試の分野では塾業界においてトップクラスのブランド力を保有しています。 



塾業界を取り巻く環境は、少子化の進展や、競争環境の激化により、年々厳しさを増し

ている一方、人物本位の選抜への転換等大学入試制度改革の議論も徐々に具体化しつつあ

ります。このような環境のなか、共に次世代のリーダー育成を目指す当社事業（東進ハイ

スクール等）と早稲田塾事業のノウハウ共有等を通じ、当社グループの総合力・競争力を

強化することが当社の教育理念の実現に繋がるとの判断の下、本件株式譲渡契約の締結に

至りました。  

 

サマデイ等が管理・運営する早稲田塾事業に関連する資産・負債に限定して新設分割等の

方式により設立された対象会社に承継させ、当該新設会社の全株式を当社が取得し、当社

の完全子会社として早稲田塾事業を引き続き継続してまいります。 

 

 

２．異動する子会社の概要  

（１）商号 株式会社早稲田塾 

（２）本店の所在地 東京都千代田区六番町６番地４ 

（３）代表者の氏名 代表取締役社長 永瀬 昭幸（予定） 

（４）事業内容 早稲田塾事業の管理・運営等 

（５）資本金の額 100百万円 

（６）設立年月日 2014年12月１日（新設予定） 

（７）主要株主及び持株比率 株式会社サマデイ 99.7％ 

（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 

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 

  

※１対象会社はサマデイ等が新設分割の方法で設立予定の株式会社です。 

※２対象会社は新設分割によって設立される予定の会社であるため、事業年度が存在し

ません。 

 

  



３．株式取得の相手先の概要  

（１）株式会社サマデイ 

（1） 名 称  株式会社サマデイ 

（2） 所在地  東京都千代田区六番町６番地４  

（3） 代表者の役職・氏名  代表取締役 相川 秀希  

（4） 事業内容  早稲田塾事業の管理・運営等 

（5） 資本金  50百万円  

（6） 設立年月日  1979年3月23日 

（7） 純資産 7,203百万円（2014年 3月期）  

（8） 総資産 12,749百万円（2014年 3月期） 

（9） 大株主及び持株比率 株式会社ヒューマンデザイン 55％、他７名 45％ 

（10） 当社との関係 

資本関係 特にありません 

人的関係 特にありません 

取引関係 特にありません 

関連当事者への該当状況 特にありません 

 

（２）株式会社ヒューマンデザイン 

（1） 名 称  株式会社ヒューマンデザイン 

（2） 所在地  東京都千代田区六番町６番地４  

（3） 代表者の役職・氏名  代表取締役 相川 令子  

（4） 事業内容  早稲田塾事業へ人材供給・音楽座ミュージカルの運営等 

（5） 資本金  50百万円  

（6） 設立年月日  1987年8月24日 

（7） 純資産 787百万円（2013年 7月期）  

（8） 総資産 4,995百万円（2013年 7月期） 

（9） 大株主及び持株比率 自己株式 50％、相川令子 19.5％、他 4名 30.5％ 

（10） 当社との関係 

資本関係 特にありません 

人的関係 特にありません 

取引関係 特にありません 

関連当事者への該当状況 特にありません 

 

（３）株式会社ぐうん 

（1） 名 称  株式会社ぐうん 

（2） 所在地  東京都千代田区六番町６番地４  



（3） 代表者の役職・氏名  代表取締役 石飛 熙尭 

（4） 事業内容  早稲田塾事業に係る教材・商品開発、出版等 

（5） 資本金  10百万円  

（6） 設立年月日  1989年4月11日 

（7） 純資産 172百万円（2014年 3月期）  

（8） 総資産 196百万円（2014年 3月期） 

（9） 大株主及び持株比率 株式会社サマデイ 81％、他３名 19％ 

（10） 当社との関係 

資本関係 特にありません 

人的関係 特にありません 

取引関係 特にありません 

関連当事者への該当状況 特にありません 

 

（４）株式会社ライフサービス 

（1） 名 称  株式会社ライフサービス 

（2） 所在地  東京都町田市原町田６丁目15番地４号  

（3） 代表者の役職・氏名  代表取締役 相川 健二 

（4） 事業内容  早稲田塾事業で使用される校舎の清掃等 

（5） 資本金  10百万円  

（6） 設立年月日  1976年4月16日 

（7） 純資産 129百万円（2014年 6月期）  

（8） 総資産 149百万円（2014年 6月期） 

（9） 大株主及び持株比率 相川恒雄 50％、相川令子 50％ 

（10） 当社との関係 

資本関係 特にありません 

人的関係 特にありません 

取引関係 特にありません 

関連当事者への該当状況 特にありません 

 

（５）株式会社アドミッションズオフィス 

（1） 名 称  株式会社アドミッションズオフィス 

（2） 所在地  東京都千代田区六番町７番地18 

（3） 代表者の役職・氏名  代表取締役 相川 秀希  

（4） 事業内容  早稲田塾事業に関わる新規事業プロデュース等 

（5） 資本金  1百万円  

（6） 設立年月日  2006年9月1日 



（7） 純資産 1百万円（2013年 7月期）  

（8） 総資産 9百万円（2013年 7月期） 

（9） 大株主及び持株比率 株式会社ヒューマンデザイン 100％ 

（10） 当社との関係 

資本関係 特にありません 

人的関係 特にありません 

取引関係 特にありません 

関連当事者への該当状況 特にありません 

 

 

 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況  

異動前の所有株式数 

0株 

（議決権の数： 0個） 

（議決権所有割合： 0.0％） 

取得株式数 
10,000株 

（議決権の数：10,000個） 

取得原価 

株式会社早稲田塾の株式      2,000百万円 

アドバイザリー費用等（概算額）    92百万円 

合計（概算額）          2,092百万円 

異動後の所有株式数 

10,000株 

（議決権の数：10,000個） 

（議決権所有割合：100.0％） 

 

５．日程  

（１）取締役会決議日 2014年10月27日 

（２）契約締結日 2014年10月27日 

（３）株式譲渡実行日 2014年12月１日（予定） 

 

６．今後の見通し 

本件による2015年3月期連結業績に与える影響は、現在精査中であり、重要な影響を与え

る見込みが生じた場合には、確定後速やかに開示する予定です。  

以 上 


