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エイチ・エスライフ少額短期保険株式会社の 

株式取得(子会社化)に関するお知らせ(開示事項の経過) 

 

 

 当社は、平成 29年６月 29日の取締役会において、少額短期保険業者である「エイチ・エスライフ

少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石原尚樹）」の株式を取得し、翌

30日付で株式譲渡契約を締結することを決議しましたので下記の通りお知らせいたします。 

記 

１．株式の取得の理由 

当社は商品先物取引業者を主たる事業としておりますが、平成 19年に生命保険代理店業を開始

し、現在は生命保険・損害保険合わせて 19社と代理店業務委託契約を締結し営業を展開しており

ます。 

一方、エイチ・エスライフ少額短期保険株式会社は、平成 23年３月に少額短期保険業者として

関東財務局に登録を受け、コンプライアンス（法令遵守）の徹底を最優先に考えた事業運営に努

め、お客様のニーズにお応えできる商品とサービスを提供してまいりました。 

当社はエイチ・エスライフ少額短期保険株式会社を子会社化することで、保険事業の裾野を広

げ保険事業全体の安定的な成長に結び付けていきます。少額短期保険会社は独自のアイデアで販

売基盤を発掘し柔軟な商品開発を行うことができるため、当社既存顧客向けの専用新商品の開発

などを通じ、代理店事業とのシナジー効果が見込めます。当社で少額短期保険事業を開始するに

あたり、新規設立よりも対象会社を子会社化する方が、より短期間で開始可能なため時間的メリ

ットが大きく、費用も抑えられると考えております。対象会社は設立以来赤字が続いております

が年々損失は減少しており、既存マーケットに対する営業の強化、更なる不要な経費管理費の削

減、新商品の開発導入などの営業施策によって早期の単年黒字化が可能であると判断しておりま

す。 

 

２．異動する子会社（エイチ・エスライフ少額短期保険株式会社）の概要 

(1) 商号 エイチ・エスライフ少額短期保険株式会社 

(2) 所在地 東京都千代田区外神田６丁目５番４号 

(3) 代表者 代表取締役社長  石原 尚樹 

(4) 事業内容 少額短期保険業 

(5) 資本金 3億 1,050万円 



(6) 設立年月日 平成 22年５月 27日 

(7) 大株主構成及び持株比率 

エイチ・エス損害保険株式会社 42.38％ 

澤田ホールディングス株式会社 19.50％ 

Chubb損害保険株式会社 12.90％ 

ワールド・キャピタル株式会社 8.50％ 

株式会社エイチ・アイ・エス 7.93％ 

その他株主６名 9.01％ 

(8) 
上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 該当事項はございません 

人的関係 該当事項はございません 

取引関係 該当事項はございません 

  関連当事者への該当状況 該当事項はございません 

(9) 最近事業年度における業績の動向                    

 決算期 平成 27年３月期 平成 28年３月期 平成 29年３月期 

純資産 （千円） 22,128 18,102 38,936 

総資産 （千円） 42,924 39,107 51,502 

1株当たり純資産 （円） 3,750.57 2,910.38 5,709.15 

売上高 （千円） ― ― ― 

経常収益 （千円） 54,298 100,924 101,464 

営業利益 （千円） ― ― ― 

経常損失 （千円） 40,917 19,558 8,709 

当期純損失 （千円） 41,917 20,025 9,166 

1株当たり当期純利益 （円） △7,083.93 △3,281.84 △1,350.95 

1株当たり配当金 （円） ― ― ― 

 

３．株式取得の相手先の概要 

(1) 商号 エイチ・エス損害保険株式会社 

(2) 所在地 東京都新宿区市谷本村町３番 29号 

(3) 代表者 代表取締役社長  松尾 昭男 

(4) 事業内容 損害保険業 

(5) 資本金 1,612百万円 

(6) 設立年月日 平成 17年５月 24日 

(7) 純資産 1,899百万円 

(8) 総資産 4,066百万円 

(9) 大株主及び持株比率 
株式会社エイチ・アイ・エス 82.00％ 

澤田ホールディングス株式会社 14.00％ 

(10) 当社との関係 該当事項はありません。 

 

(1) 商号 澤田ホールディングス株式会社 

(2) 所在地 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 新宿オークタワー27階 

(3) 代表者 代表取締役社長 上原 悦人 

(4) 事業内容 グループ会社の管理業務、投資業務 

(5) 資本金 122億 23百万円 

(6) 設立年月日 昭和 33年１月 21日 

(7) 純資産 62,178百万円 

(8) 総資産 365,254百万円 

(9) 大株主及び持株比率 澤田 秀雄  25.95％ 



ゴールドマンサックス 15.36％ 

ワールド・キャピタル株式会社  14.71％ 

ノムラピービーノミニーズティーケーワンリミテ

ッド 
10.61％ 

ドイチェバンクアーゲーロンドン 4.81％ 

(10) 当社との関係 該当事項はありません。 

 

(1) 商号 Chubb損害保険株式会社 

(2) 所在地 東京都品川区北品川６丁目７番 29号ガーデンシティ品川御殿山 

(3) 代表者 代表取締役社長 兼 CEO ジェフ・ヘイガー 

(4) 事業内容 損害保険業 

(5) 資本金 8,150百万円 

(6) 設立年月日 平成８年１月 26日 

(7) 純資産 4,498百万円 

(8) 総資産 51,058 百万円 

(9) 大株主及び持株比率 チャブ・グループ 100％ 

(10) 当社との関係 該当事項はありません。 

 

 

(1) 商号 株式会社エイチ・アイ・エス 

(2) 所在地 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 

(3) 代表者 代表取締役会長 兼 社長（CEO）  澤田 秀雄 

(4) 事業内容 観光庁長官登録旅行業 

(5) 資本金 110億円 

(6) 設立年月日 昭和 55年 12月 19日 

(7) 純資産 105,584百万円 

(8) 総資産 388,154百万円 

(9) 大株主及び持株比率 

澤田 秀雄 27.93％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 12.59％ 

株式会社エイチ・アイ・エス 9.66％ 

有限会社秀インター 4.97％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4.44％ 

(10) 当社との関係 該当事項はありません。 

(1) 商号 ワールド・キャピタル株式会社 

(2) 所在地 東京都新宿区新宿１丁目 34番５号 

(3) 代表者 代表取締役  木村 勇 

(4) 資本金 10百万円 

(5) 設立年月日 平成 11年９月３日 

(6) 当社との関係 該当事項はありません。 



※先方の意向により、上記２社の事業内容、純資産、総資産、大株主及び持株比率は非公開とさ

せていただきます。 

 

(1) 氏名 個人１名 

(2) 当社との関係 該当事項はありません。 

 

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) 移動前の所有株式数 ―（議決権所有割合 ０％） 

(2) 取得株式数  6,460株 （議決権数：6,460個） 

(3) 取得価額     969万円 

(4) 移動後の所有株式数  6,460株 （議決権数：6,460個）議決権比率 94.72％ 

(5) 取得価額の算定根拠 

取得価額の算定につきましては、現時点での資産状況、将来的な

収益力の見積もり及び当社との事業シナジー等から総合的に勘

案し決定いたしております。 

 

５．日程 

(1) 株式譲渡契約締結日 平成 29年６月 30日 

(2) 株式譲渡実行日 平成 29年７月 ６日（予定） 

 

６．今後の見通し 

本株式の取得の結果、エイチ・エスライフ少額短期保険株式会社は、平成 30年３月期から、当

社の連結決算の対象になります。 

本件の平成 30年３月期通期業績への影響は現在精査中でありますが、今後公表すべき事項が生

じた場合には速やかに開示いたします。 

 

以 上 

(1) 商号 株式会社シー・アンド・アール 

(2) 所在地 東京都港区虎ノ門４丁目３番２号 

(3) 代表者 代表取締役  井川 幸広 

(4) 資本金 10百万円 

(5) 設立年月日 平成 11年２月 23日 

(6) 当社との関係 該当事項はありません。 


