
 

 

2023年 1月 31日 

 

各      位 

 

 

  会 社 名 株式会社 アスモ 

  代表者名 代表取締役社長 長井 尊 

（コード番号 2654 東証スタンダード） 

  問合せ先 管理本部長 

  岡田 夏至 （TEL 03－6911－0550） 

 

 

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ 

 
 
当社の非上場の親会社等(その他の関係会社)であります株式会社ベストライフの2022年8月期決算が確定しており

ますので、下記のとおりお知らせいたします。 
  
 

記 

 

１．親会社等の概要 

（１）親会社等の名称   株式会社ベストライフ 

（２）所在地       東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 長井 力 

（４）資本金       45百万円 

（５）事業の内容     有料老人ホーム等の運営、居宅介護支援事業所の運営グループ各社の運営管理・業務 

支援およびベストライフブランドのフランチャイズ展開老人ホームの紹介・入居に関 

する業務 

（６）当社との関係    

    ① 資本関係    間接所有分を含む当該会社の議決権所有割合 72.26% （2022年 9月 30日現在） 

    ② 人的関係    当該会社の代表取締役が当社の取締役を兼務しております。 

    ③ 取引関係    当社の子会社は当該会社の子会社から業務委託を受け、当該会社の子会社へのサービ

スの提供等を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N E W S  R E L E A S E 

株 式 会 社  ア ス モ 



２. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

 

（１） 所有者別状況 

2022年 8月 31日現在  

区分 

政府及び

地方公共

団体 

金融機関 
金融商品

取引業者 

その他の

法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数（人） － － － 1 － － － 1 

所有株式数

（株） 
－ － － 6,200 － － － 6,200 

所有株式の

割合（％） 
－ － － 100.0 － － － 100.0 

 

（２） 大株主の状況 

2022年 8月 31日現在  

氏名又は名称 住所 
所有株式数

（株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％） 

株式会社ベストライフホールディングス 東京都新宿区西新宿２－６－１ 6,200 100.0 

計 － 6,200 100.0 

 

（３） 役員の状況 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

（株） 

代表取締役 長井 力 昭和46年8月16日 

平成13年12月 

平成17年10月 

平成18年8月 

平成19年9月 

 

平成27年2月 

当社取締役就任 

当社取締役総務部長就任 

当社代表取締役就任（現任） 

株式会社ベストライフホールディングス

代表取締役就任（現任） 

株式会社アスモ取締役就任（現任） 

※2 － 

取締役 長井 博 昭和50年2月28日 

平成14年10月 

平成15年10月 

 

 

 

平成19年9月 

 

平成24年11月 

当社取締役就任 

株式会社ベストメディカルサービス（平

成17年3月株式会社ベストメディカルラ

イフへ社名変更）代表取締役就任（現任） 

株式会社ベストライフホールディングス

取締役就任（現任） 

株式会社Persons Bridge代表取締役就任

（現任） 

※2  － 

取締役 三浦 昌子 昭和39年10月27日 

平成18年5月 

平成18年8月 

平成19年9月 

 

令和1年11月 

当社入社 

当社取締役就任（現任） 

株式会社ベストライフホールディングス

取締役就任（現任） 

株式会社ベストライフ神奈川代表取締役

就任（現任） 

※2  － 

取締役 赤澤 優 昭和47年9月10年 

平成19年5月 

平成19年9月 

 

平成22年8月 

令和1年11月 

当社入社 

株式会社ベストライフホールディングス

取締役就任（現任） 

当社取締役就任（現任） 

株式会社ベストライフ東京代表取締役就

任（現任） 

※2 － 

監査役 大平 眞 昭和14年6月27日 平成13年12月 当社監査役就任（現任） ※3 － 

  （注） ※1. 取締役長井博は代表取締役長井力の実弟、取締役三浦昌子は代表取締役長井力の従姉、 取締役赤

澤優は、代表取締役長井力の義弟、 監査役大平眞は、代表取締役長井力の義伯父であります。 

      ※2. 取締役の任期は、2022年 8月期に係る定時株主総会終結の時から 2年間 

      ※3. 監査役の任期は、2022年 8月期に係る定時株主総会終結の時から４年間 

 

 

 



３．当該親会社等の財務諸表 

 

（１）貸借対照表 

貸 借 対 照 表 

（2022年 8月 31日 現在） 

株式会社ベストライフ   （単位:千円） 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

【流動資産】 18,696,824 【流動負債】 567,563 

現金及び預金 15,957,018 未払金 126,162 

売掛金 12,485 未払費用 38,442 

未収入金 15,097 未払法人税等 203,855 

未収収益 387,210 未払消費税等 45,311 

貯蔵品 7,405 短期借入金 80,000 

前払費用 38,299 前受収益 57,804 

立替金 1,323,097 預り金 11,059 

短期貸付金 890,633 一年以内ﾘｰｽ債務 4,832 

貸倒引当金 △ 1,300 その他 94 

仮払金 66,782 【固定負債】 320,491 

その他 93 長期借入金 35,363 

【固定資産】 12,150,943 預り保証金 108,067 

【有形固定資産】 411,504 一年超ﾘｰｽ債務 13,401 

建物 281,168 その他 163,659 

建物附属設備 60,461 負債の部合計 888,054 

構築物 739 純資産の部 

工具器具備品 8,916 【株主資本】 29,959,712 

一括償却資産 324 資本金 45,000 

土地 42,973 資本剰余金 265,000 

ﾘｰｽ資産 16,918 資本準備金 220,000 

【無形固定資産】 67,798 その他資本剰余金 45,000 

電話加入権 1,902 利益剰余金 29,649,712 

借地権 44,344 その他利益剰余金 29,649,712 

ソフトウェア 21,551 繰越利益剰余金 29,649,712 

【投資その他の資産】 11,671,640     

投資有価証券 11,688     

関係会社株式 10,737,871     

差入保証金 216,350     

長期貸付金 534,123     

建設協力金 163,669     

貸倒引当金 △ 200     

その他 8,136 純資産の部合計 29,959,712 

資産の部合計 30,847,767 負債及び純資産合計 30,847,767 

 

 

 



（２）損益計算書 

損 益 計 算 書 

（2021年 9月 1日から 2022年 8月 31日まで） 

株式会社ベストライフ  （単位:千円） 

科目 金額 

【売上高】     

売上高   2,966,579 

【売上原価】     

売上原価   143 

売上総利益金額   2,966,436 

【販売費及び一般管理費】     

販売費及び一般管理費合計   1,799,046 

営業利益金額   1,167,390 

【営業外収益】     

受取利息及び配当金 31,951   

雑収入 57,818   

その他 76,516   

営業外収益合計   166,286 

【営業外費用】     

支払利息 1,353   

その他 3,572   

営業外費用合計   4,926 

経常利益金額   1,328,750 

【特別利益】     

前期損益修正益 1,187   

貸倒引当金戻入額 1,500   

特別利益合計   2,687 

【特別損失】     

貸倒引当繰入 1,500   

債権譲渡損 3,868   

支援損 278,396   

特別損失合計   283,765 

税引前当期純利益金額   1,047,672 

法人税･住民税及び事業税   384,918 

当期純利益金額   662,753 

 

 



（３）株主資本等変動計算書 

株主資本等変動計算書 

（2021年 9月 1日から 2022年 8月 31日まで） 

株式会社ベストライフ   （単位:千円） 
    

【株主資本】    

 資 本 金 当期首残高  45,000 

 当期末残高  45,000 

    

 資本剰余金    

  資本準備金 当期首残高  220,000 

 当期末残高  220,000 

  その他資本剰余金 当期首残高  45,000 

 当期末残高  45,000 

 資本剰余金合計 当期首残高  265,000 

 当期末残高  265,000 

    

 利益剰余金    

  その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金 当期首残高  28,986,959 

 当期変動額 当期純利益金額 662,753 

 当期末残高  29,649,712 

 利益剰余金合計 当期首残高  28,986,959 

 当期変動額  662,753 

 当期末残高  29,649,712 

 株主資本合計 当期首残高  29,296,959 

 当期変動額  662,753 

 当期末残高  29,959,712 

純資産の部合計 当期首残高  29,296,959 

 当期変動額  662,753 

 当期末残高  29,959,712 

 

 

 

以  上 


