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会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 
 

 
当社は、2015年５月 22日開催の取締役会において、2015年７月１日を効力発生日（予定）として、当社

の高齢者向け住宅情報サイト「①HOME’S介護」、引越し見積もり・WEB予約サイト「②HOME’S引越し」、
レンタル収納スペース情報サイト「③HOME’Sトランクルーム」、「④金融情報サービス」の各権利義務を新設
分割（以下、「本分割」）により新設する各子会社に承継させることを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。 これによる子会社の新設数は４社となります。 
なお、本分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。 
 
 

記 
 
１．会社分割の目的 

   各事業を分社化し、各事業の特性を踏まえた柔軟な組織運営と、事業運営を経験することで経営人材を
育成することにより、当該事業のみならず当社グループ経営の更なる強化と成長を目指します。 

 
 
２．会社分割の要旨 
（1）会社分割の日程 
  取締役会決議日  2015年５月 22日 

分割期日（効力発生日） 2015年７月１日（予定） 
※1 新設会社４社とも同様の日程の予定です。 
※2 本分割は、会社法第 805 条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認を得ることな 

く行います。 
 
 

（2）会社分割の方式 
当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易新設分割）です。 
※ 新設会社４社とも同様の方式です。 
 
 

（3）会社分割に係る割当 
① 「HOME’S介護」 
承継会社は普通株式 2,100株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます。 

1 
 



 
 
 

② 「HOME’S引越し」 
承継会社は普通株式 1,760株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます。 

 
③ 「HOME’Sトランクルーム」 

 承継会社は普通株式 300株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます。 
 

④ 「金融情報サービス」 
 承継会社は普通株式 1,300株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます。 
 
 

（4）会社分割の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 
当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 
 

（5）会社分割により増減する資本金 
本分割による当社の資本金の増減はありません。 

 
 

（6）承継会社が承継する権利義務 
① 「HOME’S介護」 

新設会社は、当社の HOME’S介護事業に関する資産、契約その他の権利義務を分割計画におい
て承継いたします。なお、債務の承継については併存的債務引受の方法によるものといたします。 
 

② 「HOME’S引越し」 
新設会社は、当社の HOME’S引越し事業に関する資産、契約その他の権利義務を分割計画にお

いて承継いたします。なお、債務の承継については併存的債務引受の方法によるものといたしま
す。 

 
③ 「HOME’Sトランクルーム」 

 新設会社は、当社の HOME’Sトランクルーム事業に関する資産、契約その他の権利義務を分割
計画において承継いたします。なお、債務の承継については併存的債務引受の方法によるものと
いたします。 
 

④ 「金融情報サービス」 
 新設会社は、当社の金融情報サービス事業に関する資産、契約その他の権利義務を分割計画に
おいて承継いたします。なお、債務の承継については併存的債務引受の方法によるものといたし
ます。 
 
 

（7）債務履行の見込み 
当社は、本分割により当社及び承継会社が負担すべき債務について、その履行に問題ないと判

断しております。 
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３．会社分割の当時会社の概要    

  
分割会社 

（2015年 3月 31日） 

新設会社① 

（2015年 7月 1日） 

（1）名称 株式会社ネクスト 株式会社 Lifull Senior 

（2）所在地 東京都港区港南二丁目 3番 13号 東京都港区港南二丁目 3番 13号 

（3）代表者 代表取締役社長 井上 高志 代表取締役 泉 雅人 

（4）事業内容 

国内不動産情報サービス事業 

国内不動産事業者向け事業 

海外事業 

その他事業 

HOME’S介護事業 

（5）資本金 1,999百万円 52百万円 

（6）設立年月日 1997年 3月 12日 2015年 7月 1日（予定） 

（7）発行済株式数 56,496,000株 2,100株 

（8）決算期 3月 31日 3月 31日 

（9）大株主及び 

     持ち株比率 

井上 高志      36.23％ 

楽天株式会社     15.93％ 

株式会社ネクスト 100％ 

（10）分割会社の直前事業年度の財務状況及び経営成績（連結） 
 

純資産額 10,431百万円 
 

総資産額 21,903百万円 
 

１株当たり純資産額 184.26円 
 

売上高 17,926百万円 
 

営業利益 2,312百万円 
 

経常利益 2,292百万円 
 

当期純利益 1,335百万円 
 

１株当たり当期純利益 23.66円 
 

 

  
新設会社② 

（2015年 7月 1日） 

新設会社③ 

（2015年 7月 1日） 

新設会社④ 

（2015年 7月 1日） 

（1）名称 株式会社 Lifull Move 株式会社 Lifull Space 株式会社 Lifull FinTech 

（2）所在地 東京都港区港南二丁目 3番 13号 東京都港区港南二丁目 3番 13号 東京都港区港南二丁目 3番 13号 

（3）代表者 代表取締役 西谷 みゆき 代表取締役 奥村 周平 代表取締役 松坂 維大 

（4）事業内容 HOME’S引越し事業 HOME’Sトランクルーム事業 金融情報サービス事業 

（5）資本金 44百万円 7百万円 32百万円 

（6）設立年月日 2015年 7月 1日（予定） 2015年 7月 1日（予定） 2015年 7月 1日（予定） 

（7）発行済株式数 1,760株 300株 1,300株 

（8）決算期 3月 31日 3月 31日 3月 31日 

（9）大株主及び 

     持ち株比率 
株式会社ネクスト 100％ 株式会社ネクスト 100％ 株式会社ネクスト 100％ 
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４．分割する事業部門の概要    
（1）分割する事業内容 
①「HOME’S介護」 
「HOME’S介護」の名称で運営する事業 

 
②「HOME’S引越し」 
「HOME’S引越し」の名称で運営する事業 

 
③「HOME’Sトランクルーム」 
「HOME’Sトランクルーム」の名称で運営する事業 

  
④「金融情報サービス」 
「MONEYMO（マネモ）」の名称で運営する事業及び損害保険代理店事業 

 
 

（2）分割する事業部門の経営成績 
分割する事業の名称 分割する部門の売上高(a) 当社連結売上高(b) 比率（a/b） 

HOME'S介護 438百万円 

17,926百万円 

2.4% 

HOME'S引越し 241百万円 1.3% 

HOME'Sトランクルーム 37百万円 0.2% 

金融情報サービス 148百万円 0.8% 

 
 
（3）分割する資産 
①「HOME’S介護」 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 105百万円 流動負債 ― 

固定資産 ― 固定負債 ― 

合計 105百万円 合計 ― 

 
②「HOME’S引越し」 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 88百万円 流動負債 ― 

固定資産 ― 固定負債 ― 

合計 88百万円 合計 ― 
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③「HOME’Sトランクルーム」 

資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 15百万円 流動負債 ― 

固定資産 ― 固定負債 ― 

合計 15百万円 合計 ― 

  
 

④「金融情報サービス」 
資産 負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 65百万円 流動負債 ― 

固定資産 ― 固定負債 ― 

合計 65百万円 合計 ― 

 
 

５．会社分割後の状況 
 （1）当社の状況 

本分割による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。 
 

 （2）新設会社の状況 
新設会社については、「３．会社分割の当時会社の概要」に記載のとおりです。 
 
 

６．業績に与える影響 
新設する子会社 4社ともに当社の 100％子会社となるため、業績に与える影響はありません。 

 
以 上 
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