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平成 24 年 3 月 9 日 

 

各 位 

 

会社名  広島電鉄株式会社 

代表者名 代表取締役社長   越智 秀信 

（コード：9033、東証第二部） 

問合せ先 取締役経営政策担当 田中 栄治 

（TEL．082-242-3516） 

 

 

株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 24 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の関連会社である芸陽バス

株式会社の株式を取得する決議を行い、本日をもちまして、同社を子会社化いたしました

ので、お知らせいたします。 

 

１．株式の取得の理由 

   当社は、広島市を中心とした広島県西部及び北部においてバス路線の運行による自

動車事業を展開し、また、当社グループといたしましては、広島県北部の庄原市や広

島県中央部の東広島市を中心としたバス路線の運行による自動車事業を展開しており、

当社による鉄軌道事業も含めて、広島地域における公共交通を広域的に提供させてい

ただいております。 

 

   上記の広島県東広島市を中心とした自動車事業を行っております芸陽バス株式会社

につきましては、現在、筆頭株主である広島バス株式会社及び当社の２社で、発行済

株式総数の９割以上を保有しておりますが、取締役及び監査役につきましては、従前

より、筆頭株主に代わり当社がその役員を派遣してきている状況にあります。 

 

   また、少子高齢化による人口減少や長引くデフレ経済等を背景として、自動車事業

を取り巻く経営環境は非常に厳しい状況にあるなか、広島バス株式会社及び当社両社

におきましては、自動車事業における今後の経営計画について、各々検討、精査して

まいりました結果、この度、広島バス株式会社が保有する芸陽バス株式会社株式の全

てを当社が譲り受けることが両社にとって最も望ましい形態であるとの結論に至りま

した。 
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   さらには、平成 24 年 3 月 31 日での呉市交通局による広島県呉市を中心とした地域

におけるバス路線の運行廃止を受け、引き続き 4 月 1 日からは、当社が当該呉地域で

のバス路線の運行を開始させていただく予定としております。 

 

当社グループにおきましては、この度の芸陽バス株式会社の株式取得による子会社

化により、上記の呉地域でのバス路線の運行とあわせ、自動車事業について、より一

層の一体的、広域的かつ効率的な事業展開を行うことが可能になり、地域の皆様に対

しましても、より利便性の高いサービスをご提供できるものと考えております。 

 

当社といたしましては、今回の株式取得による芸陽バス株式会社の子会社化により、

当社グループとしての経営基盤をさらに強化し、地域に根ざした事業経営の実現によ

り、当社及び当社グループの企業価値をさらに高めてまいる所存でございます。 
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２．異動する子会社の概要 

（１）名称 芸陽バス株式会社 

（２）所在地 広島県東広島市西条西本町２１番３９号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中 祐太郎 

（４）事業内容 バス事業（一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動

車運送事業、特定旅客自動車運送事業）旅行業、保険代理業、

物品販売業、不動産業 

（５）資本金 １億円 

（６）設立年月日 昭和６年１月３日 

（７）大株主及び持株比率 広島バス株式会社 50.89％ 

当社       42.05％ 

資本関係 

当社は当該会社の株式を 42.05％保有し

ております。また、当社の関係者及び関

係会社と当該会社の関係者及び関係会

社の間には、特筆すべき資本関係はあり

ません。 

人的関係 

当社出身者が代表取締役会長及び代表

取締役社長に就任しております。また、

当社従業員４名が当該会社の取締役と

して２名、監査役として２名、各々就任

しております。 

（８）上場会社と当該会社と

の関係 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき

取引関係はありません。また、当社の関

係者及び関係会社と当該会社の関係者

及び関係会社の間には、特筆すべき取引

関係はありません。 

（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 平成 21 年 3 月期 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

純資産 563 百万円 610 百万円 643 百万円

総資産 1,331 百万円 1,405 百万円 1,436 百万円

１株当たり純資産 281.88 円 305.09 円 321.94 円

売上高 1,787 百万円 1,601 百万円 1,585 百万円

営業利益 ▲134 百万円 ▲196 百万円 ▲207 百万円

経常利益 ▲141 百万円 ▲199 百万円 ▲205 百万円

当期純利益 59 百万円 46 百万円 36 百万円

１株当たり当期純利益 29.81 円 23.20 円 18.19 円

１株当たり配当金 ― ― ―
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３．株式取得の相手先の概要 

（１）名称 広島バス株式会社 

（２）所在地 広島市中区光南六丁目１番６８号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岡田 督司 

（４）事業内容 バス事業（一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動

車運送事業）、旅行業 

（５）資本金 65 百万円 

（６）設立年月日 昭和 25 年 5 月 24 日 

（７）純資産 290 百万円 

（８）総資産 3,154 百万円 

（９）大株主及び持株比率 株式会社鉄鋼ビルディング 54.23％ 

個人           15.39％ 

株式会社増岡組      11.15％ 

資本関係 

当社は当該会社の株式を 19.23％保有し

ております。また、当社の関係者及び関

係会社と当該会社の関係者及び関係会

社の間には特筆すべき資本関係はあり

ません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき

人的関係はありません。また、当社の関

係者及び関係会社と当該会社の関係者

及び関係会社の間には、特筆すべき人的

関係はありません。 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき

取引関係はありません。また、当社の関

係者及び関係会社と当該会社の関係者

及び関係会社の間には、特筆すべき取引

関係はありません。 

（10）上場会社と当該会社と

の関係 

関連当事者への 

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当

しません。また、当該会社の子会社であ

る芸陽バス株式会社は、当社の関連会社

であります。 
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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）異動前の所有株式数 841,094 株 

（議決権の数：841,094 個） 

（所有割合：42.05％） 

（２）取得株式数 1,017,760 株 

（議決権の数：1,017,760 個） 

（発行済株式数に対する割合：50.89％） 

（取得価額につきましては、第三者である公認会計士による

算定評価額を参考に決定しております。） 

（３）異動後の所有株式数 1,858,854 株 

（議決権の数：1,858,854 個） 

（所有割合：92.94％） 

 

 

５．日程 

（１）取締役会決議 平成 24 年 3 月 8日 

（広島バス株式会社における株式の譲渡にかかる取締役会決

議日） 

（２）株券引渡期日 平成 24 年 3 月 9日 

 

 

６．今後の見通し 

   本株式の取得による今年度の当社連結業績に与える影響は、現段階では精査中であ

り、すでに開示しております業績予想数値等に大幅な変更を生じる場合には、改めて

お知らせいたします。 

 

 

７．参考事項    

最近３年間の自動車事業における輸送人員 

年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

当社 36,659 千人 35,060 千人 35,068 千人

芸陽バス株式会社 4,032 千人 3,530 千人 3,438 千人

呉市交通局 17,473 千人 17,071 千人 16,278 千人

（参考）当社グループ 44,633 千人 42,339 千人 42,099 千人

（注）上記当社グループにおける数値は、当社、芸陽バス株式会社、当社の子会社である

備北交通株式会社及びエイチ・ディー西広島株式会社の合計数値であります。 

 

以 上 


