
 

 

平成 28 年５月 23 日 

各   位 

会社名  ジャパンベストレスキューシステム株式会社 

代表者名 代表取締役    榊原 暢宏       

（コード：2453 東証第一部・名証第一部） 

問合せ先 執行役員管理部長 葛川 遼佳       

（TEL：052-212-9908）           

 

連結子会社（JBR あんしん保証株式会社）への吸収分割（簡易分割・略式分割）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年７月１日を効力発生日として、当社を

分割会社、本日付で当社の連結子会社となった JBR あんしん保証株式会社（以下「JBR あん

しん保証」といいます。本日付で商号変更。旧商号：株式会社トラスト・グロー・パート

ナーズ）を承継会社とする会社分割（吸収分割）を行うことを決議しましたので、お知ら

せします。なお、本吸収分割は、当社が 100％出資している連結子会社を対象とする簡易吸

収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。 

 

記 

１．分割の目的 

当社は、住宅設備機器・家電のメーカー保証終了後の故障やトラブルをサポートする「あ

んしん修理サポート」会員へのサービス提供の業務委託元である住宅設備機器・家電の販

売店等と業務委託先である当社を契約締結に至らしめる業務を JBR あんしん保証に委託し、

「あんしん修理サポート」会員の獲得及び事業の発展に努めてまいりました。今般、「あん

しん修理サポート」事業において、当社が担っている企画・管理機能と JBR あんしん保証

が担っている営業機能を JBR あんしん保証に一元化し、業務委託元及びその顧客たる会員

に対して、ワンストップでサービスを提供することを目的とし、本吸収分割を行うもので

あります。 

 

２．分割の要旨 

（１）分割の日程 

① 当社取締役会決議日 平成 28 年５月 23 日 

② 吸収分割契約締結日 平成 28 年５月 23 日 

③ 吸収分割公告開始日 平成 28 年５月 27 日（予定） 

④ 分割効力発生日 平成 28 年７月１日（予定） 

（注）本吸収分割は、当社においては、会社法第 784 条第２項に規定する簡易吸収分

割であり、JBR あんしん保証においては、会社法第 796 条第１項に規定する略式吸

収分割であるため、それぞれ株主総会の承認決議を経ずに行います。 



（２）分割方式 

JBR あんしん保証を承継会社とし、当社を分割会社とする吸収分割であります。 

 

（３）分割に係る割当ての内容 

本吸収分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付き社債に関する取扱い 

JBR あんしん保証は、新株予約権及び新株予約権付き社債を発行しておりません。 

 

（５）分割により増減する資本金 

本吸収分割による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 

承継会社は、当社の「あんしん修理サポート」事業に関する権利義務のうち、吸収

分割契約において定めるものを当社から承継します。なお、債務の承継については、

重畳的債務引受の方法によるものとします。 

 

（７）債務履行の見込み 

本吸収分割において、分割会社が負担すべき債務の履行の見込みに問題はないもの

と判断しております。なお、分割会社が当社より承継する債務のすべてについては、

当社が重畳的債務引受を行います。 

 

３．本吸収分割当事会社の概要（平成 27 年９月 30 日現在） 

（１）分割会社の概要 

① 名称 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 

② 本店所在地 名古屋市中区錦一丁目 10 番 20 号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 榊原 暢宏 

④ 事業内容 生活トラブル解決サービス業 

⑤ 資本金の額 779 百万円 

⑥ 設立年月日 平成９年２月 12 日 

⑦ 発行済株式総数 34,685,000 株 

⑧ 決算期 ９月 30 日 

⑨ 大株主及び持株比率 

（平成 28 年３月 31 日現在） 

榊原 暢宏 

綿引 一 

JBR 取引先持株会 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 

フタバ株式会社 

35.31％

1.44％

1.19％

1.08％

0.95％

  



⑩ 最近３年間の連結財政状態及び連結経営成績 

平成 25年９月期 平成 26年９月期 平成 27年９月期

連結純資産 1,968 百万円 5,595 百万円 5,404 百万円

連結総資産 11,767 百万円 13,278 百万円 11,930 百万円

１株当たり連結純資産 64.03 円 157.99 円 154.78 円

連結売上高 10,405 百万円 11,621 百万円 12,117 百万円

連結営業利益 189 百万円 329 百万円 597 百万円

連結経常利益 141 百万円 278 百万円 558 百万円

親会社株主に帰属する 

連結当期純利益 
△486 百万円 31 百万円 △176 百万円

１株当たり連結当期純利益 △16.45 円 0.94 円 △5.12 円

１株当たり配当金 3 円 2 円 3円

 

（２）承継会社の概要 

① 名称 JBR あんしん保証株式会社 

② 本店所在地 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 庄司 武史 

④ 事業内容 「あんしん修理サポート」等の営業代理業 

⑤ 資本金の額 10 百万円 

⑥ 設立年月日 平成 22 年３月 25 日 

⑦ 発行済株式総数 100 株 

⑧ 決算期 ９月 30 日 

⑨ 大株主及び持株比率 

（平成 28 年３月 31 日現在） 

庄司 武史 

小田 則彦 

65.0％

35.0％

⑩ 財政状態及び経営成績（平成 27 年９月期） 

純資産 63 百万円

総資産 106 百万円

売上高 151 百万円

営業利益 53 百万円

経常利益 39 百万円

当期純利益 29 百万円

  



４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

「あんしん修理サポート」事業に関する企画管理業務 

 

（２）分割する部門の経営成績（日本基準） 

 分割事業部門(a) 平成 27 年９月期実績(b) 比率(a/b) 

売上高 241 百万円 12,117 百万円 1.99％

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 28 年４月 30 日現在） 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 93 百万円 流動負債 39 百万円

固定資産 11 百万円 固定負債 15 百万円

合計 105 百万円 合計 54 百万円

（注）分割する資産、負債の項目及び金額については、平成 28 年４月 30 日現在の貸借

対照表上の数値を基準としており、実際に承継する金額はこれらと異なる可能性が

あります。 

 

５．本吸収分割後の状況 

（１）当社の状況 

本吸収分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及

び決算期に変更はありません。 

 

（２）承継会社の状況 

本吸収分割による JBR あんしん保証の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内

容、資本金及び決算期に変更はありません。 

 

６．今後の見通し 

本吸収分割は当社の 100％出資の連結子会社への分割であるため、連結業績への影響は軽

微であります。 

 

以  上 


