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非連結子会社２社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ 

  

当社は、本日開催の取締役会において、当社が保有する四つ葉電力株式会社（以下「四つ葉電力」という。）並びに

新潟県民電力株式会社（以下「新潟県民電力」という。）の全株式を、株式会社Ｌｏｏｏｐ（以下「Ｌｏｏｏｐ」とい

う。）へ譲渡することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．株式譲渡の理由 

 当社は『先生と患者さんに喜ばれたい』を掲げ、歯科医師として 30 数年の経験を有する代表取締役社長の清水 清

人が創業、歯科医院や歯科技工所を中心に売上金額では医療系通販最大手（2020 年度売上高 373 億円）であり、３万

点を超える豊富な歯科診療用品を取り揃え、歯科医院、介護施設、動物病院、医科クリニック向けの通信販売によって

急成長を果たしてきました。調剤薬局に向けたジェネリック医薬品の取扱いを開始するなど、事業領域を 医療分野に

拡大、幼稚園・保育園向けの通販事業も開始しました。 

2016 年 4 月には、株式会社エネットと業務提携し新電力事業に参入、歯科医院、クリニックを中心に全国 15,000 件

を超える契約先に電力を販売しています。また、東京ガス株式会社（東京都港区）と業務提携し、東京ガスの都市ガス

供給エリア（東京地区等）において、東京ガスの取次事業者として都市ガス小売サービス「Ci ガス Supplied by 東京ガ

ス」を提供することとなり、本サービスについては、2020 年 4 月下旬より申込受付を開始しております。また、 

現在では都市ガス小売りサービスの供給エリアを中部地区、関西地区へと拡大しております。 

 こうした中、当社は 2020 年５月及び同年７月に四つ葉電力（2016 年４月に淺岡保裕氏並びに淺岡匡志氏により設立

された小売電気事業者であり、新電力立上げ支援事業及び電力の小売業務を行っております。周波数（50Hz、60Hz）

に関わらず、 沖縄県を除く都道府県でご利用いただいており、従来の営業に掛かる販売管理費用を最小限にすること

でお客さまに料金として還元しております。）株式を、2020 年 11 月に新潟県民電力（新潟県内第一号の新電力事業者

として 2017 年３ 月に設立された小売電気事業者であり、広告費等を最小限にとどめる等、地域内で最安値での電力

供給に努め、県内の一般家庭や法人に向け電力供給営業をおこなっております。また、収益の一部を県内の教育や福

祉、文化・スポーツ振興に寄付を行い、地方創生に貢献しようという「ふるさと納電」を提唱し、企業理念に共感して

いただいた顧客を中心にご契約をいただいております。）株式を取得し子会社化し、全国に電力事業を展開しノウハ

ウならびにインフラをもつ当社並びに四つ葉電力と、地域密着型のビジネスモデルを展開する新潟県民電力により事

業展開の拡大と深耕を進めてまいりました。 

 しかしながら、今年に入ってからの寒波や発電燃料不足を受けた卸電力価格の急騰により、新電力事業を取り巻く

環境が不透明な中、両社が今後一層の発展に向け取り組んでいる経営リソースの最適化について四つ葉電力並びに新

潟県民電力と検討を重ねた結果、この度資本業務提携の解消に伴いＬｏｏｏｐへの全株式譲渡をおこなうこととなり

ました。 

なお、当社は 2021 年 12 月期 第１四半期決算におきまして、四つ葉電力および新潟県民電力について、各社の財政

状態等を勘案して債務保証損失引当金繰入額（特別損失）を計上しております。そのため、当該株式譲渡が当社の 2021

年 12 月期に与える影響は軽微であることから、本件に伴う業績予想の変更はございません。 

 



２．異動する子会社（四つ葉電力並びに新潟県民電力）の概要 

(1) 商号 四つ葉電力株式会社 

(2) 所在地 大阪市北区角田町 8-47 阪急グランドビル 20階 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 淺岡保裕 

(4) 事業内容 電力事業、電力の売買業務及び売買の仲介業務、発電及び電力の供給業務、 

配送電業務、前各号に附帯関連する一切の業務 

(5) 資本金 10百万円 

(6) 設立年月日 2016年４月28日 

(7) 大株主及び持分比率 淺岡保裕氏 34.0％、淺岡匡志氏 6.0％、株式会社歯愛メディカル 60.0％ 

(8) 当社と四つ葉電力との 

関係 

資本関係 当社が持分比率60.0％を保有する非連結子会社です。 

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２年間の経営成績及び財政状況 

決算期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 

純資産 10百万円 11百万円 △86百万円 

総資産 119百万円 103百万円 59百万円 

１株当たり純資産 107.56円 113.21円 △865.64円 

売上高 359百万円 316百万円 315百万円 

営業利益 1百万円 1百万円 △104百万円 

経常利益 1百万円 1百万円 △97百万円 

当期純利益 0百万円 0百万円 △97百万円 

１株当たり当期純利益 2.76円 5.64円 △978.84円 

１株当たり配当金 0.00円 0.00円 0.00円 

 

(1) 商号 新潟県民電力株式会社 

(2) 所在地 新潟市中央区学校町通１番町５番地１ 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 湊理志 

(4) 事業内容 小売電気事業、発電及び電力の供給業務、発電に係る設備の設置、 

運用及び保守管理業務、前各号に附帯関連する一切の事業 

(5) 資本金 ５百万円 

(6) 設立年月日 2017年３月10日 

(7) 大株主及び持分比率 湊理志氏 40.0％、株式会社歯愛メディカル 60.0％ 

(8) 当社と新潟県民電力と

の 

関係 

 

資本関係 当社が持分比率60.0％を保有する非連結子会社です。 

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況 

決算期 2019年８月期 2020年８月期 2020年12月期 

純資産 △28百万円 △5百万円 △5百万円 

総資産 79百万円 115百万円 113百万円 

１株当たり純資産 △281,958.51円 △55,330.59円 △56,159.17円 

売上高 231百万円 316百万円 117百万円 

営業利益 △9百万円 24百万円 0百万円 

経常利益 △10百万円 23百万円 0百万円 

当期純利益 △11百万円 22百万円 △0百万円 

１株当たり当期純利益 △111,838.12円 226,627.92円 △828.58円 

１株当たり配当金 0.00円 0.00円 0.00円 

（注）2020年12月期は４カ月間の変則決算となっております。 



３．株式譲渡の相手方の概要 

(1) 商号 株式会社Ｌｏｏｏｐ 

(2) 所在地 東京都台東区上野三丁目２４番６号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中村創一郎  

(4) 事業内容 電力小売事業、電力小売事業に関わる各種業務委託業、太陽光発電所システムの 

開発、販売・設置・工事・管理・メンテナンス、自社太陽光発電所の設置・管

理、 

独立型太陽光発電システムと周辺機器の販売、自然エネルギーを 

使用した商品の企画・開発・販売、損害保険代理店事業 

(5) 資本金 3,669百万円（資本準備金3,348百万円） 

(6) 設立年月日 2011年4月4日 

(7) 純資産 譲渡先の要望により非開示 

(8) 総資産 譲渡先の要望により非開示 

(9) 大株主及び持分比率 譲渡先の要望により非開示 

(10) 当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。 

 

 

４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

 

四つ葉電力 

(1) 異動前の所有株式数 60,000株（議決権の数：60,000個）（議決権所有割合：60.0％） 

(2) 譲渡株式数 60,000株（議決権の数：60,000個） 

(3) 譲渡価額 取得価額につきましては、相手先の意向により開示を控えておりますが、 

第三者によるデューディリジェンス報告書等を基に、相手先と協議の上、決

定しております。 

(4) 異動後の所有株式数 ０株（議決権の数：０個） 

 

新潟県民電力 

(1) 異動前の所有株式数 60株（議決権の数：60個）（議決権所有割合：60.0％） 

(2) 譲渡株式数 60株（議決権の数：60個） 

(3) 譲渡価額 取得価額につきましては、相手先の意向により開示を控えておりますが、 

第三者によるデューディリジェンス報告書等を基に、相手先と協議の上、決

定しております。 

(4) 異動後の所有株式数 ０株（議決権の数：０個） 

 

 

５．日程 

(1) 決議日   2021年６月29日 

(2) 契約締結日   2021年６月29日 

(3) 株式譲渡実行日   2021年６月30日（予定） 

 

 

６．今後の見通し 

当社は2021年12月期 第１四半期決算におきまして、四つ葉電力および新潟県民電力について、各社の財政状態

等を勘案して債務保証損失引当金繰入額（特別損失）を計上しております。そのため、当該株式譲渡が当社の2021

年12月期に与える影響は軽微であることから、本件に伴う業績予想の変更はございません。なお、今後公表すべき

事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。 

以 上 


