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平成25年１月31日 

各 位 

会 社 名 ア ス ト マ ッ ク ス 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 本多 弘明

(大証 JASDAQ・コード番号：７１６２) 

問合せ先 常務取締役 小幡 健太郎 

電  話  0 3 - 5 4 4 7 - 8 4 0 0     

 

連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ 

 

当社は、平成25年１月31日開催の取締役会において、当社連結子会社であるＩＴＣインベストメント・

パートナーズ株式会社（以下、「IIP」という。）とアストマックス投資顧問株式会社（以下、「ASIM」

という。）が合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本合併は、当社連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しており

ます。 

記 

 
１．合併の目的 

上記２社は、投資顧問事業における共通性が高いことから事業基盤の拡充とビジネスシナジー効

果を目的とし、収益性及び効率性の向上を図るものであります。 

なお、ASIM の事業は、存続会社である IIP が継続いたします。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

    合併決議取締役会（ASIM）   平成 25 年１月 28 日（月） 

    合併決議取締役会（IIP）   平成 25 年１月 29 日（火） 

    合併決議取締役会（当社）   平成 25 年１月 31 日（木） 

    合併契約締結（合併当事会社）  平成 25 年１月 31 日（木） 

    合併承認臨時株主総会（合併当事会社） 平成 25 年３月１日（金）（予定） 

    合併予定日（効力発生日）   平成 25 年４月１日（月）（予定） 

 

 （２）合併の方式 

     IIP を存続会社とする吸収合併方式で、ASIM は解散いたします。 

 

 （３）合併に係る割当ての内容（合併比率） 

 IIP 

（存続会社） 

ASIM 

（消滅会社） 

合 併 比 率 １ ０．００８９ 
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    （注）１ 株式の割当て比率など 

          ASIM の株式１株に対して、IIP の普通株式 0.0089 株（合計 41,029 株）を交付し

ます。 

       ２ 合併比率の算定根拠など 

          本合併に用いられる合併比率の算定に関して、両社は本年度中に当社が株式取得

（子会社化）を行ったことに鑑み、株式取得時に当社グループから独立した第三

者機関が分析した企業価値評価等を用いて総合的に勘案の上、決定いたしました。 

 

 （４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

     ASIM は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

３．合併当事会社の概要 

（平成 25 年１月 31 日現在） 

  存続会社 消滅会社 

（１） 商号 
ＩＴＣインベストメント・パート

ナーズ株式会社（IIP） 

アストマックス投資顧問株式会

社（ASIM）（注） 

（２） 本店所在地 
東京都港区北青山二丁目 11 番３

号 

東京都品川区東五反田二丁目 10

番２号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大林 政昭 代表取締役社長 本多 弘明 

（４） 事業内容 金融商品取引業 
投資運用業及び投資助言・代理

業、商品投資顧問業等 

（５） 資本金の額 300 百万円 95 百万円 

（６） 設立年月日 2004 年（平成 16 年）５月 12 日 2004 年（平成 16 年）10 月 22 日 

（７） 発行済株式数 30,100 株 

4,610,000 株 

（普通株式 4,070,000 株） 

（甲種類株式 540,000 株） 

（８） 事業年度の末日 ３月 31 日 ３月 31 日 

 

（９） 

 

大株主及び持株比率 

アストマックス株式会社 

99.0％ 

マネックスグループ株式会社 

1.0％ 

アストマックス株式会社  

100％ 

（10） 直前事業年度の財政状態及び経営成績 

平成 24 年３月期  

 IIP（単体） ASIM（単体） 

純資産 648 百万円 396 百万円

総資産 826 百万円 409 百万円

１株当たり純資産 28,655 円 02 銭 85 円 98 銭

営業収益 795 百万円 341 百万円

営業利益 △112 百万円 111 百万円
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経常利益 △118 百万円 112 百万円

当期純利益 △118 百万円 112 百万円

１株当たり当期純利益 △5,245 円 36 銭 24 円 34 銭

１株当たり配当金 － －

(注) 平成 24 年 10 月１日付にて、旧アストマックス株式会社（現アストマックス・トレーディング株式

会社）の投資顧問事業について ASIM に吸収分割を行っております。この詳細につきましては、平成

24 年８月 22 日に公表いたしました「当社投資顧問事業の完全子会社への会社分割（簡易吸収分割）

に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

４．合併後の状況（平成 25 年４月１日予定） 

(1)商号  アストマックス投信投資顧問株式会社 

  (2)事業内容  金融商品取引業 

   商品投資顧問業（予定） 

  (3)本店所在地 東京都品川区東五反田二丁目 10 番２号 

  (4)代表者  代表取締役社長 本多 弘明 

  (5)資本金の額 300 百万円 

  (6)決算期  ３月 31 日 

  (7)株主  アストマックス株式会社 99.6％ 

   マネックスグループ株式会社 0.4％ 

 

５．今後の見通し 

   本合併は、当社連結子会社間の合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以上 


