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2017 年 9 月 27 日 

各 位 

 

 

 

 

ベストケア株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、2017 年 9 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、ベストケア株式会社（以

下「ベストケア」）の株式を取得（子会社化）するため、株式譲渡契約を締結することについて決

議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．株式の取得の理由 

当社は、経営ビジョンで 2021 年３月期までに売上高 1,000 億円、営業利益 70 億円、営業

利益率 7％の達成を掲げています。このビジョン達成の牽引役として、2017 年３月期に 125

億円であった介護事業の売上高を早期に 300 億円以上とするため、スピード感を持った事業の

拡大を図っており、その手法として積極的にＭ＆Ａを実施しています。 

一方、ベストケアは、愛媛県、関東圏、関西圏等において通所介護（デイサービス）を中心

に 35 の事業所で介護サービス事業を運営しており、愛媛県内でトップクラスのシェア（通所

介護事業所数、当社調べ）を誇る事業者です。また、理学療法士や作業療法士をはじめとする

専門職種による機能訓練を強みとしています。 

この度の株式取得により、当社グループの事業拡大が事業所数と地域展開の両面で大きく進

展します。 

（注）P.4「参考２」に東名阪地域で運営している当社介護事業のサービス別事業所数を記載しています。 

 

 

２．異動する子会社（ベストケア株式会社）の概要 

（１） 名称 ベストケア株式会社 

（２） 所在地 愛媛県松山市中村２丁目７-33 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 山田 哲 

（４） 事業内容 介護サービス事業 

（５） 資本金 50 百万円 

会社名  株式会社ソラスト  
代表者名  代表取締役社長  石川  泰彦  
コード番号  6197 東証第１部  
問合せ先  取締役専務執行役員  

経営企画本部長  春山  昭彦  
TEL 03-6890-8904  



 

2 

 

（６） 設立年月日 1999 年７月２日 

（７） 大株主及び持株比率 
山田 哲             43.8％ 

有限会社ジェイ・トップ      37.5％ 

（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。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 決算期 2014 年 9 月期 2015 年 9 月期 2016 年 9 月期 

 純資産 567 百万円 626 百万円 727 百万円 

 総資産 1,728 百万円 1,758 百万円 1,857 百万円 

 １株当たり純資産 567 千円 626 千円 45,461 千円 

 売上高 2,521 百万円 2,671 百万円 2,866 百万円 

 営業利益 262 百万円 120 百万円 168 百万円 

 経常利益 258 百万円 130 百万円 171 百万円 

 当期純利益 147 百万円 69 百万円 114 百万円 

 １株当たり当期純利益 147 千円 69 千円 7,159 千円 

 １株当たり配当金 40 千円 40 千円 2,500 千円 

 （注）上記の１株当たり配当金は当該会社の定款に定める優先配当金です。 

 

 

３．株式取得の相手先の概要 

 ①山田 哲 

（１） 氏名 山田 哲 

（２） 住所 愛媛県松山市 

（３） 上場会社と当該個人の関係 該当事項はありません。 

 

 ②有限会社ジェイ・トップ 

（１） 名称 有限会社ジェイ・トップ 

（２） 所在地 愛媛県松山市持田町４丁目３-15 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 山田 幸 

（４） 事業内容 調剤薬局の経営 

（５） 資本金 3 百万円 

（６） 設立年月日 2000 年５月１日 

（７） 上場会社と当該会社の関係 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。 

  関連当事者への 
該当状況 

該当事項はありません。 

 （注）上記の他、個人２名から株式を取得する予定です。当該個人との間には記載すべき事項はありません。 
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４．取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 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％） 

（２） 取得株式数 
16 株 
（議決権の数：16 個） 

（３） 取得価額 
対象会社普通株式、アドバイザリー費用等（概算） 
3,295 百万円 

（４） 異動後の所有株式数 

16 株 
（議決権の数：16 個） 
（議決権所有割合：100％） 

 

 

５．日程 

（１） 取締役会決議日 2017 年 9 月 27 日 

（２） 契約締結日 2017 年９月 27 日（予定） 

（３） 株式譲渡実行日 2017 年 10 月 31 日（予定） 

 

６．今後の見通し 
本件取得が当期業績へ与える影響等、今後開示が必要であると判断した場合には、速やかに

お知らせいたします。 
また、子会社化後は、グループシナジーの早期発現等により売上高の拡大及び収益力の向上

を目指します。 

 

以上 
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（参考１）当期連結業績予想（2017 年５月９日公表分）及び前期連結実績 

単位：百万円 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する当期純利益 

当期連結業績予想 
（2018 年３月期） 

70,003 4,032 4,015 2,640 

前期連結実績 
（2017 年３月期） 

65,413 3,654 3,626 2,473 

 

 

（参考２）サービス別事業所数 

        単位：ヶ所 

 2017 年３月末 2017 年８月末 

訪問介護（注１） 63 67 

通所介護 58 71 

居宅介護支援 58 62 

グループホーム 24 33 

有料老人ホーム・サ高住（注２） 10 10 

その他（注３） 33 38 

合計 246 281 
（注１）家事代行を含みます。 
（注２）サービス付き高齢者向け住宅の略です 
（注３）ショートステイ、ケアハウス、訪問看護、小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与・販売、 

訪問マッサージ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が含まれています 
（注４）連結数値です 
 
 
 
 
[業績見通し等に関する注意事項] 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において当社が入手している情

報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではあり
ません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 


