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平成24年８月22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：８７３４) 

問合せ先 常務取締役管理グループ管掌役員

         小幡 健太郎

電  話  0 3 - 5 4 4 7 - 8 4 0 0     

 

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 

 

当社は、平成24年８月22日開催の取締役会において、平成24年10月１日を期日として、当社の投資顧

問事業を、当社の100％子会社であるマネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社（以下、

「MAI」という。）へ会社分割（簡易吸収分割）により承継すること（以下、「本件分割」という。）を

決議し、直ちに吸収分割契約書に調印いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件分割は、100％子会社へ事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部

省略して開示しております。 

記 

 
１．会社分割の目的 

当社グループが現在営む主な事業は、顧客資産の運用を行う投資顧問事業と、自己資産の運用を

行うディーリング事業及びプロップハウス事業であります。 

当社は、平成 24 年８月１日付で、当社の投資顧問事業と同じ許可・登録の下で事業を営む MAI の

発行済み全株式を取得し、当社の完全子会社としておりますが、当該子会社化に併せて、平成 24 年

８月１日開催の臨時株主総会において、平成 24 年 10 月１日を期日（予定）として、当社単独によ

る株式移転により持株会社（完全親会社）を設立することを決議しております。 

前述の子会社化及び株式移転並びに本件分割を併せて行なうことにより、新設持株会社の傘下に

投資顧問事業とディーリング事業及びプロップハウス事業を営む子会社２つの事業会社が各々

100％子会社として存在する組織に再編されることとなります。これら一連の当社グループの組織再

編は、両事業におけるファイア・ウォール（業務隔壁）の更なる徹底と各々の事業会社の迅速な意

思決定を可能とする体制を構築すること、また各事業会社の管理業務の集約による業務効率性の向

上及び管理コストの一層の削減を図ることを目的としております。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

    吸収分割決議取締役会（MAI） 平成 24 年８月 21 日（火） 

    吸収分割決議取締役会（当社） 平成 24 年８月 22 日（水） 

    吸収分割契約締結   平成 24 年８月 22 日（水） 
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    分割予定日（効力発生日）  平成 24 年 10 月１日（月）（予定） 

※本件分割は、会社法第 784 条第３項に要件を満たすため、同項に基づき簡易吸収分割により、

当社株主総会の決議による承認を得ずに行います。また、本件分割は、会社法第 796 条第１項

の要件も満たすことから、同項に基づき略式吸収分割により MAI 株主総会の決議による承認を

得ずに行います。 

 

 （２）会社分割の方式 

     当社を吸収分割会社とし、MAI を吸収分割承継会社とする吸収分割方式であります。 

 

 （３）会社分割に係る割当ての内容 

     本件分割は、当社と当社の 100％子会社との間で行われるため、本件分割による MAI から当社

への株式の交付はありません。 

 

 （４）会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

     当社は、新株予約権を発行していますが、本件分割による変動はありません。また、新株予

約権付社債は発行しておりません。 

 

 （５）会社分割により減少する分割会社の資本金等 

     本件分割による当社の資本金等の減少はありません。 

 

 （６）承継会社が承継する権利義務 

     MAI は、当社との間で締結した平成 24 年８月 22 日付の吸収分割契約書に基づき、投資顧問事

業に関して当社が有する資産・負債及びこれに付随する権利・義務を承継いたします。 

     なお、当社から MAI に対する債務の承継は、全て免責的債務引受の方法によります。 

 

 （７）債務履行の見込み 

     分割会社である当社及び承継会社である MAI は、効力発生日以降に到来する債務の履行の見

込みについて問題がないものと判断しております。 

 

３．会社分割の当事会社の概要 

（平成 24 年３月 31 日現在） 

  分割会社 承継会社 

（１） 商号 アストマックス株式会社 
マネックス・オルタナティブ・イン

ベストメンツ株式会社 

（２） 事業内容 
商品先物取引業、投資運用業及

び投資助言・代理業 

投資運用業及び投資助言・代理業、

商品投資顧問業等 

（３） 設立年月日 1992 年（平成４年）９月 14 日 2004 年（平成 16 年）10 月 22 日 

（４） 本店所在地 
東京都品川区東五反田二丁目

10 番２号 

東京都千代田区内幸町一丁目３番

３号 
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（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 本多 弘明 代表取締役社長 白木 信一郎 

（６） 資本金の額 1,720 百万円 95 百万円 

（７） 発行済株式数 127,996 株 

4,610,000 株 

（普通株式 4,070,000 株） 

（甲種類株式 540,000 株） 

（８） 純資産 3,880 百万円（連結） 396 百万円（単体） 

（９） 総資産 4,545 百万円（連結） 409 百万円（単体） 

（10） 事業年度の末日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11） 従業員数 62 名（連結） 11 名（単体） 

（12） 主要取引先 

（加入協会）一般社団法人日本

投資顧問業協会、日本商品投資

顧問業協会 

（加入会員）東京工業品取引

所、東京穀物商品取引所 

（加入協会）一般社団法人日本投資

顧問業協会、日本商品投資顧問業協

会 

 

 

（13） 

 

大株主及び持株比率 

※以下は、平成 24 年８月１日

現在の状況となります。 

株式会社大和証券グループ本

社 17.29％ 

マネックスグループ株式会社

15.01％ 

有限会社啓尚企画 10.47％ 

平成 24 年８月１日より、 

アストマックス株式会社 100％ 

（14） 主要取引銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

資本関係 
平成 24 年８月１日より、当社が承継会社の発行済株

式を 100％所有しております。 

人的関係 
平成 24 年８月１日より、当社の取締役２ 名が承継

会社の取締役を兼務しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

（15） 当事会社間の関係等 

関連当事者へ

の該当状況 

平成 24 年８月１日より、承継会社は当社の連結子会

社に該当しております。 

（16） 直前事業年度の財政状態及び経営成績 

平成 24 年３月期  

 
アストマックス株式会社 

（完全親会社）（連結） 

マネックス・オルタナティブ・イン

ベストメンツ株式会社 

（完全子会社）（単体） 

純資産 3,880 百万円 (注) 396 百万円

総資産 4,545 百万円 409 百万円
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１株当たり純資産 32,938 円 02 銭 85 円 98 銭

営業収益 1,611 百万円 341 百万円

営業利益 10 百万円 111 百万円

経常利益 △10 百万円 112 百万円

当期純利益 5 百万円 112 百万円

１株当たり当期純利益 49 円 73 銭 24 円 34 銭

１株当たり配当金 100.00 円 －

(注)平成 24 年６月 21 日開催の MAI 臨時株主総会において、剰余金の処分の件（73 百万円）が承認可決

され、同年６月 25 日に実行されております。 

 

４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

投資顧問事業（投資運用業及び投資助言・代理業、商品投資顧問業等） 

 

（２）分割する部門の経営成績（平成 24 年３月期） 

 分割する部門(A) 平成 24 年３月期実績(B) 比 率(A／B) 

営業収益 169 百万円 1,611 百万円 10.5％

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 24 年９月 30 日見込み） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流 動 資 産 191 百万円 流 動 負 債 205 百万円

固 定 資 産 65 百万円 固 定 負 債 50 百万円

合計 256 百万円 合計 256 百万円

 （注）上記の分割する資産及び負債の帳簿価額は、現時点での概算見込額であり、実際に承継させ

る金額と異なる可能性があります。 

 

５．会社分割後の吸収分割承継会社の状況 

（１） 商号 

マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 

（平成 24年 10 月１日付で「アストマックス投資顧問株式会社」に

商号変更予定） 

（２） 事業内容 投資運用業及び投資助言・代理業、商品投資顧問業等 

（３） 本店所在地 
東京都品川区（平成 24年 10 月１日付で東京都千代田区から東京都

品川区に本店所在地を変更予定） 

（４） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 本多 弘明（平成 24 年 10 月１日付で選任予定） 

（５） 資本金の額 95 百万円 

（６） 事業年度の末日 ３月 31 日 
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６．会社分割後の上場会社の状況 

当社は、平成 24 年８月１日開催の臨時株主総会において、平成 24 年 10 月１日を期日（予定）と

して、当社単独による株式移転により持株会社（完全親会社）を設立することを決議しております。 

なお、会社分割後の株式につきましては、新たに設立する持株会社が株式会社大阪証券取引所

JASDAQ（スタンダード）市場への新規上場を申請しており、上場日は平成 24 年 10 月１日（月）を

予定しております。 

また、当該株式移転による持株会社体制への移行手順は、以下のとおりであります。 

  ＜ステップ１＞ 

平成 24 年 10 月１日を期日として株式移転により持株会社を設立することで、当社は持株会社

の完全子会社となります。これに伴い当社株式は、平成 24 年９月 26 日（水）に株式会社大阪証

券取引所を上場廃止となる予定であります。 

  ＜ステップ２＞ 

平成 24 年 10 月１日に以下の手続を行うことで当社グループは、持株会社体制へ移行します。 

「当社の投資顧問事業を MAI へ吸収分割」※平成 24 年８月 22 日開催の取締役会にて決議 

「当社の管理業務を持株会社へ業務移管」 

「当社が所有する MAI 株式の全株式を持株会社へ現物配当」 

 

（注）当該株式移転に関する詳細については、平成 24 年６月 26 日に公表いたしました「単独株式

移転による持株会社設立に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

７．会計処理の概要 

承継会社は当社の完全子会社であるため、本件分割は共通支配下の取引に該当いたします。 

 

８．今後の見通し 

本件分割により事業を承継する MAI は、当社の 100％子会社であるため連結業績に影響はありませ

ん。 

 

 

以上 


