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純粋持株会社化による新たなグループ体制構築のお知らせ 

 

 

 当社は、平成 20 年 11 月 27 日付の開示「株式会社ジー・エフグループ、日本アジアグループ

株式会社及び株式会社モスインスティテュートの合併契約の締結に関するお知らせ」のとおり、

本日付で当社を存続会社とする日本アジアグループ株式会社および株式会社モスインスティテ

ュートとの三社間の吸収合併を実施し、新たな純粋持株会社となりました。合併後の商号は「日

本アジアグループ株式会社」とし、代表取締役社長には呉文繍が就任いたしました。 

 

新生「日本アジアグループ」のコア事業は、国際航業ホールディングズ株式会社（東京千代田

区：東証一部 9234）を中核とした「技術サービス事業」と、日本アジア証券株式会社を中心とす

る「金融サービス事業」となります。従前のテレ・マーケティング事業は、「技術サービス事業」

の根幹を成す地理・空間情報サービスを強化、補完する形で継承いたします。 

他の合併会社の技術や経営資源についても「金融サービス事業」との融合を通じて無駄なく収

益化に努め、次代の問題解決型サービス提供会社として、より一層成長して行く所存です。 

 

１． 日本アジアグループ株式会社の概要 

商号   日本アジアグループ株式会社 

（英文表示  Japan Asia Group Limited） 

事業の内容  純粋持株会社 

日本アジアグループ全体の経営戦略立案、財務管理 

およびグループ各社の統括、管理 

本店所在地  東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビル 
代表者      代表取締役社長 呉 文 繍 

資本金      ６億 35 万円 
発行済株式総数     1,696,337 株 
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決算期      ４月 30 日 
会計監査人  アスカ監査法人 

Website      http://www.japanasiagroup.jp/ 
株主名簿管理人     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

筆頭株主      Japan Asia Holdings Limited 

役員 

役職 氏名 

取 締 役 会 長 山下 哲生 

代表取締役社長 呉 文 繍 

取 締 役 増田 雄輔 

取締役（経営企画部長） 加藤 伸一 

取締役（事業推進部長） 清見 義明 

取締役（管理本部長） 川上 俊一 

常勤監査役（社外） 沼野 健司 

監査役（社外） 八杉  哲 

監査役（社外） 小林 一男 

 

 

２．グループ会社の概要 

ⅰ.金融サービス事業 

「日本アジア証券」会社概要 

商号   日本アジア証券株式会社 

事業の内容  金融商品取引業者 

本店所在地  東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目７番９号 
代表者   代表取締役会長 荻野  玲 

代表取締役社長 当山 明彦 

取締役副社長  名倉  隆 

取締役  横山 典生 

相談役  山下 哲生 

相談役  呉 文 繍 

常勤監査役 堀口 良雄 

監査役  八杉  哲 

監査役  小林 一男 

   資本金          40億円 
   決算期          ３月31日 
   会計監査人        新日本有限責任監査法人 

Website          http://www.ja-securities.jp/ 
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「おきなわ証券」会社概要 

商号   おきなわ証券株式会社 

事業の内容  金融商品取引業者 

本店所在地  沖縄県那覇市久米二丁目 4番 16 号 

代表者   代表取締役社長 高江洲 昌和 

   Website      http://www.ja-okinawasec.jp/ 
 

「琉球ホールディングズ」会社概要 

商号   琉球ホールディングズ株式会社 

事業の内容  不動産の売買、賃貸およびそれらの仲介ならびに管理、 

労働者派遣事業、電話受信発信事務代行業、情報サービス業、 

情報処理サービス業、文章の作成・発送・受付業務の請負、

商品の受発注および代金回収ならびに売上金管理等の事務

代行、投資コンサルタント業、有価証券の投資、 

本店所在地  沖縄県那覇市久米二丁目 4 番 16 号 
代表者   代表取締役社長 上原  守 

Website          http://www.ja-ryukyu.jp/ 
 

「ユナイテッド投信投資顧問」会社概要 

商号   ユナイテッド投信投資顧問株式会社 

事業の内容  投資信託委託会社としての業務、投資助言・代理業 

投資一任契約に係る業務 

金融商品取引業者（投資一任契約に係る業務） 

本店所在地  東京都中央区新川一丁目 17 番 25 号 
代表者   代表取締役社長 増田 雄輔 

   Website          http://www.unitedinv.co.jp/ 
 

「日本アジアファイナンシャルサービス」会社概要 

商号   日本アジアファイナンシャルサービス株式会社 

事業の内容          金融システムインテグレーション、 

総合ファイナンシャルサービス業 

本店所在地          東京都中央区日本橋小網町 3 番 14 号 
代表者   代表取締役会長 増田 雄輔 

代表取締役社長 山川 達郎 

  Website          http://www.ja-fs.jp/ 
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ⅱ.「技術サービス事業」 

「国際航業ホールディングス」会社概要 

商号   国際航業ホールディングス株式会社 

事業の内容  傘下グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務 

本店所在地  東京都千代田区六番町 2番地 

役員   取締役会長  山下 哲生 

代表取締役社長  田二谷 正純 

取締役   米村 貢一 

取締役   吉川 正嗣 

取締役   アンドレアス・シュタインベルグ 

取締役   小島 徹也 

取締役（社外）  小野 光敏 

取締役（社外）  呉 文 繍 

取締役（社外）  田辺 孝二 

常勤監査役  有働 達夫 

常勤監査役  鵜飼 良一 

監査役（社外）  島田 隆幸 

監査役（社外）  前田  博 

資本金      169 億 39 百万円 
発行済株式総数     38,157,103 株 
決算期      ３月 31 日 
会計監査人  新日本有限責任監査法人 

Website          http://www.kkc-hd.co.jp/ 

株主名簿管理人         みずほ信託銀行株式会社 

 

「ジー・エフ」会社概要 

商号   株式会社ジー・エフ 

事業の内容  全自動テレマーケティングシステムの開発・販売 

情報通信システムを活用したマーケティング代行 

コールセンター事業の運営・サポート 

IP 電話網の構築、テレビ会議システムの販売 

本店所在地  東京都文京区大塚三丁目 20 番１号 
代表者   代表取締役社長 岡田 博之 

   Website          http://www.gf-net.co.jp/ 
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「大酒販」会社概要 

商号   大酒販株式会社 

事業の内容  酒類、飲料、食料品等の卸売販売事業 

本店所在地  神奈川県横浜市中区山下町 252 番地 
    代表者   代表取締役社長 清見 義明 

 

「モス・イーソリューション」会社概要 

商号   株式会社モス・イーソリューション 

事業の内容  医療品開発、臨床試験や製造販売後の調査、 

臨床研究等データ管理事業 

本店所在地  東京都中央区日本橋小伝馬町 15 番 19 号 
代表者   代表取締役社長 後藤 栄蔵 

   Website          http://www.moss.co.jp/e-solution/index.html 
 

「コスメックス」会社概要 

商号   株式会社コスメックス 

事業の内容  医療機関における医薬品・化粧品の臨床試験業務の代行・ 

支援業務 

本店所在地  東京都中央区日本橋小伝馬町 15 番 19 号 
代表者   代表取締役社長 林 一郎 

    Website          http://www.cosmex.co.jp/ 
 

「エーティーエルシステムズ」会社概要 

商号   株式会社エーティーエルシステムズ 

事業の内容  ネットワークシステム全般のコンサル調査・設計・構築・ 

運用保守、電算業務システム全般のコンサル調査、 

調達支援、Web システム全般の企画・構築・運用保守 
IT ソリューションの企画、アドバイザリー業務 

本店所在地  山梨県甲府市相生一丁目 4 番 23 号 
代表者   代表取締役社長 佐々木 康宏 

   Website          http://www.atl-systems.co.jp/ 
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参考 ＜グループ概要図＞ 

 

 

以 上 

 

 


