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令和４年６月６日 

各 位 

会 社 名 綜 合 警 備 保 障 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長  青山  幸恭 

(コード番号２３３１ 東証プライム) 

問合せ先 経営企画部 ＩＲ室長 加藤 栄徳 

(TEL．０３－３４２３－２３３１) 

 

 

株式会社かんでんジョイライフおよびかんでんライフサポート株式会社の株式取得（子会社

化）に関するお知らせ 

 

 

  当社は、令和４年６月６日付にて、介護事業を営む株式会社かんでんジョイライフ（以下、

「ジョイライフ社」といいます。）およびかんでんライフサポート株式会社（以下、「ライフ

サポート社」といいます。）の両社の全株式を取得する契約を締結しましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

  なお、本件は、東京証券取引所における、子会社等の異動にかかる適時開示基準（上場規程

第 402 条第 1 号 q、同施行規則第 401 条第 1 項第 5 号）には該当しないため、開示事項・内容

を一部省略しております。 

 

 

記 

 

１. 株式取得の理由 

当社は、国や地方公共団体、各種金融機関、一般事業者向けに、多種多様な警備サービス

を提供するほか、個人のお客様にもホームセキュリティをはじめ、安全安心と便利を提供する

取組みを進めています。 

現在、当社は警備事業を起点に周辺分野への事業領域拡大にも取組んでおり、個人、特に

高齢者に対する安全安心を提供するため、平成24年にALSOKケア株式会社を設立し介護事業に

参入、その後、平成26年には株式会社HCM、平成27年にはALSOKあんしんケアサポート株式会社、

平成28年には株式会社ウイズネット、平成30年に訪問マッサージの株式会社ケアプラス、令和

2年に株式会社らいふホールディングスを子会社化し、更には同年、三菱商事株式会社と資本

業務提携のうえ高齢者生活支援サービス等を行う株式会社日本ケアサプライを持分法適用関連

会社化し、介護およびその関連事業を強化してきております。 

今般、新たに子会社となるジョイライフ社およびライフサポート社は、主に特定施設を中

心に高齢者施設・住宅事業を1,200室超規模で展開し、関西４府県（京都、大阪、兵庫、奈良）

においてトップクラスを誇る、強固なブランド力を確立しています。また、両社の介護事業は、

「いきいきとした高齢社会の実現」、「ケアの三原則（生活の継続性、自己決定の尊重、潜在

能力の活用）」等の事業運営方針により、利用者が自分らしい生活を継続できることを重視し

た、自立者向けを含む高品質な介護サービスを提供し続けてきた特徴があります。両社の参画

は、当社グループの介護事業を拡大・強化するのみならず、新たなラインナップ拡充による総

合力強化に資するものと考えております。 
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今後におきましても、お客様の満足の向上とお客様基盤の拡大に努め、当社グループの発

展と企業価値の向上を目指してまいります。 

 

２. 異動する子会社の概要 

＜ジョイライフ社＞ 

(1) 名称 

株式会社かんでんジョイライフ 

（株式取得日に、ALSOKジョイライフ株式会社に名称変更予

定） 

(2) 所在地 大阪府大阪市北区西天満４丁目14番３号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西浦 光一郎 

(4) 事業内容 
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループ

ホーム、訪問介護・看護サービス  等 

(5) 資本金 100百万円 

(6) 設立年月日 平成12年10月６日 

(7) 大株主および持株比率 関西電力株式会社（99.41％）、株式会社関電L&A（0.59％） 

(8) 上場会社と当該会社との 

間の関係 

資本関係 

特筆すべき事項はありません。 人的関係 

取引関係 

(9) 当該会社の最近３年間の財政状態 

決算期 令和２年３月期 令和３年３月期 令和４年３月期 

純資産 1,177百万円 1,114百万円 255百万円 

総資産 10,224百万円 9,651百万円 9,622百万円 

１株当たり純資産 34,642.82円 32,790.75円 7,500.24円 

売上高 4,830百万円 4,833百万円 4,786百万円 

営業利益又は営業損失(△) △6百万円 △5百万円 37百万円 

経常利益又は経常損失(△) △84百万円 △51百万円 △11百万円 

当期純利益又は当期純損失(△) △163百万円 △62百万円 2百万円 

１株当たり当期純利益又は 

１株当たり当期純損失(△) 
△4,815.58 円 △1,852.07 円 66.36円 

１株当たり配当金 0.00円 0.00円 0.00円 

 

＜ライフサポート社＞ 

(1) 名称 

かんでんライフサポート株式会社 

（株式取得日に、ALSOKライフサポート株式会社に名称変更

予定） 

(2) 所在地 大阪府枚方市楠葉花園町14番10号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松本 秀樹 

(4) 事業内容 有料老人ホーム、訪問介護・看護サービス  等 

(5) 資本金 100百万円 

(6) 設立年月日 平成14年６月３日 

(7) 大株主および持株比率 
関西電力株式会社（99.57％）、 

株式会社関電ｾｷｭﾘﾃｨ･ｵﾌﾞ･ｿｻｲｴﾃｨ（0.43％） 
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(8) 上場会社と当該会社との 

間の関係 

資本関係 

特筆すべき事項はありません。 人的関係 

取引関係 

(9) 当該会社の最近３年間の財政状態 

決算期 令和２年３月期 令和３年３月期 令和４年３月期 

純資産 519百万円 570百万円 319百万円 

総資産 4,080百万円 3,818百万円 3,500百万円 

１株当たり純資産 110,991.71円 121,939.01円 68,335.63円 

売上高 2,515百万円 2,435百万円 2,286百万円 

営業利益又は営業損失(△) 84百万円 37百万円 △86百万円 

経常利益又は経常損失(△) 84百万円 79百万円 △69百万円 

当期純利益又は当期純損失(△) 55百万円 51百万円 △76百万円 

１株当たり当期純利益又は 

１株当たり当期純損失(△) 
11,926.16円 10,947.29円 △16,384.63円 

１株当たり配当金 0.00円 0.00円 0.00円 

 

３. 株式取得の相手先の概要 

(1) 名称 関西電力株式会社 

(2) 所在地 大阪市北区中之島３丁目６番 16号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表執行役社長 森本 孝 

(4) 事業内容 電気事業、熱供給事業、電気通信事業、ガス供給事業 等 

(5) 資本金 489,320百万円 

(6) 設立年月日 昭和 26年５月１日 

(7) 純資産 1,725,557百万円 

(8) 総資産 8,075,755百万円 

(9) 大株主および持株比率 大阪市（7.64％） 

(10)上場会社と当該会社の関係 

資本関係 

特筆すべき事項はありません。 

人的関係 

取引関係 

関連当事者への

該当状況 

 

４. 取得株式数および取得前後の所有株式の状況 

＜ジョイライフ社＞ 

(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：0.00％） 

(2) 取得株式数 
34,000株 

（議決権の数：34,000個） 

(3) 異動後の所有株式数 

34,000株 

（議決権の数：34,000個） 

（議決権所有割合：100.00％） 
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＜ライフサポート社＞ 

(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：0.00％） 

(2) 取得株式数 
4,680株 

（議決権の数：4,680個） 

(3) 異動後の所有株式数 

4,680株 

（議決権の数：4,680個） 

（議決権所有割合：100.00％） 

※取得価額については、相手先との協議により非公表としておりますが、公平性・妥当性を確

保するため、第三者機関による調査結果参考資料を基に決定しております。 

 

５. 日 程 

(1) 契約締結日 令和４年６月６日 

(2) 株式譲渡実行日 令和４年６月22日（予定） 

 

６. 今後の見通し 

本件株式取得が今期業績に与える影響は軽微ではありますが、「１．株式取得の理由」でご

説明したとおり、本件により当社グループの介護事業が拡大・強化されるのみならず、新たな

ラインナップ拡充による総合力強化に資するものであり、長期的には当社の業績にも寄与して

いくものと考えております。 

 

以 上 

 


