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NEWS RELEASE 

2013年 4月 25 日 

各 位 

会 社 名  ライフネット生命保険株式会社 

代表者名 代表取締役社長  出口  治明 

 （証券コード：7157 東証マザーズ）  

株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動 

に関するお知らせ 

ライフネット生命保険株式会社（URL：http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代

表取締役社長：出口治明）は、マネックスグループ株式会社（以下「マネックス社」）と、スイスの再保険

会社である Swiss Reinsurance Company Ltd（以下「Swiss Re社」）との間で、マネックス社が保有す

る当社普通株式全て（13.50%）の相対取引による一括譲渡が合意されたことから、当該取引が当社

株式の売出しに該当するとともに、当社の主要株主である筆頭株主が異動することとなりましたので、

お知らせします。 

なお、当社は本日、Swiss Re 社と業務提携契約を締結しました。詳細は、本日付で開示しているニ

ュースリリース「ライフネット生命、Swiss Re 社と業務提携契約を締結」をご参照ください。 

I. 株式の売出し 

1. 売出要項 

(1) 売出株式数 当社普通株式 5,683,900 株 

(2) 売出価格 

一株あたり 722.6 円 

売出価格は、「(5)売出方法」に記載する当事者間において協議の

上、決定されています。 

(3) 売出価額の総額 総額 4,107,186,140 円 

(4) 売出株式の保有者

及び売出株式数 
マネックスグループ株式会社 5,683,900株 

(5) 売出方法 
マネックスグループ株式会社による Swiss Reinsurance Company 

Ltdに対する当社普通株式の譲渡 

(6) 申込日 2013年 4月 25 日 

(7) 受渡期日 2013年 4月 30 日（予定） 

(8) 申込証拠金 該当事項はありません。 

2. 売出しの目的 

マネックス社と Swiss Re 社との間で、当社普通株式を相対取引にて譲渡することが両社間の株式

譲渡契約において合意されたことから、当該譲渡が関係法令に定める手続きとして、当社株式の売出

しに該当するものです。

http://www.lifenet-seimei.co.jp/
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II. 主要株主である筆頭株主の異動 

1. 異動に至った経緯 

「I. 株式の売出しについて」に記載の当社普通株式の譲渡が完了することにより、主要株主である

筆頭株主の異動が生じます。 

2. 異動する株主の概要 

(1) Swiss Re社の概要 

（2012年 12月 31 日時点） 

(1) 名称 Swiss Reinsurance Company Ltd 

(2) 所在地 Mythenquai 60, 8002 Zurich, Switzerland 

(3) 代表者の役職・氏名 CEO Christian Mumenthaler 

(4) 事業内容 再保険事業 

(5) 資本金 12,342百万スイスフラン 

(6) 設立年月日 1863年 12月 19日 

(7) 大株主及び持株比率 Swiss Re Ltd  100% 

(8) 当社と当該株主の関係 

資本関係 
当社及び Swiss Re社との間には、記載すべき

資本関係はありません。 

人的関係 
当社及び Swiss Re社との間には、記載すべき

人的関係はありません。 

取引関係 
当社及び Swiss Re社との間には、記載すべき

取引関係はありません。 
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(2) マネックス社の概要 

（2012年 12月 31 日時点） 

(1) 名称 マネックスグループ株式会社 

(2) 所在地 東京都千代田区麹町二丁目 4番地 1麹町大通りビル 13階    

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 松本 大 

(4) 事業内容 金融商品取引業等を営む会社の株式の保有 

(5) 資本金 10,393百万円 

(6) 設立年月日 2004年 8月 2日 

(7) 連結純資産 71,167百万円 

(8) 連結総資産 575,332百万円 

(9) 大株主及び持株比率 

（2012 年 9 月 30 日時点） 

オリックス株式会社 22.45% 

株式会社松本 6.19% 

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 5.15% 

ｼｰﾋﾞｰｴﾇﾜｲﾌｨﾃﾞﾘﾃｨｽﾓｰﾙｷｬｯﾌﾟﾊﾞﾘｭｰﾌｧﾝﾄﾞ 4.99% 

ソニー株式会社 3.91% 

みずほ証券株式会社 2.99% 

松本大 2.49% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.25% 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ ﾊﾞﾝｸ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｱｶｳﾝﾄ  

ｴｲﾁｴﾙﾋﾞｰﾋﾞｰｴｽｼﾞｰｴｽｼﾞｰ(ｼｰｵｰｴﾇｴｽｵｰ） 2.19% 

株式会社リクルート 1.75% 

(10) 当社と当該株主の関係 

資本関係 
マネックス社は当社の普通株式 5,683,900 株を

保有しています。 

人的関係 
当社及びマネックス社との間には、記載すべき

人的関係はありません。 

取引関係 
当社及びマネックス社との間には、記載すべき

取引関係はありません。 
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3. 異動前後における当該株主の保有株式数（株式保有割合）及び議決権数（議決権比率） 

(1) Swiss Reinsurance Company Ltd 

 属性 
保有株式数 

（株式保有割合） 

議決権数 

（議決権比率） 
大株主順位 

異動前 

（2013 年 3 月 31 日時点） 
－ 

0株 

（0.00%） 

0個 

（0.00%） 
－ 

異動後 
主要株主である

筆頭株主 

5,683,900株 

（13.50%） 

56,839個 

（13.50%） 
1位 

(2) マネックスグループ株式会社 

 属性 
保有株式数 

（株式保有割合） 

議決権数 

（議決権比率） 
大株主順位 

異動前 

（2013 年 3 月 31 日時点） 

主要株主である

筆頭株主 

5,683,900株 

（13.50%） 

56,839個 

（13.50%） 
1位 

異動後 － 
0株 

（0.00%） 

0個 

（0.00%） 
－ 

※ 2013年 3月 31 日時点の発行済株式総数 42,085,000株 

※ 2013年 3月 31 日時点の議決権の数 420,795個 

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 0株 

4. 異動予定日 

2013年 4月 30 日（予定） 当社普通株式の譲受け（Swiss Re社） 

5. 今後の見通し 

当社は、本日、Swiss Re 社と業務提携契約を締結しました。詳細は、本日付で公表しているニュー

スリリース「ライフネット生命、Swiss Re社と業務提携契約を締結」をご参照ください。 

以上 

ライフネット生命について URL： http://www.lifenet-seimei.co.jp/  

ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な

商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チャネルとする新しい

スタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と 24 時間いつでも申し込み可能な

利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険相談などを通じて、お客さまに「比較し、

理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選び方を推奨し、「生命（いのち）のきずな＝ライフネッ

ト」を世の中に広げていきたいと考えています。 

会社及び商品の詳細は http://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください。 

株主・投資家向けの情報は http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください。 

本件に関するお問い合わせ先 
03-5216-7900 

広報： 吉川、関谷 
IR： 堅田、近藤 
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