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平成 23 年５月 30 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス

代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄

（コード 2388 大証ＪＡＳＤＡＱ市場）

問合せ先 取締役経営管理本部長 浅野 樹美

（TEL 03 － 6225 － 2207）

親会社及びその他の関係会社並びに主要株主の異動に関するお知らせ

当社の親会社及びその他の関係会社（当社が他の会社の関係会社である場合における当該他の会社）並びに

主要株主に平成 23 年５月 30 日付で異動がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１． 異動の経緯

平成 23 年５月 30 日付で、昭和ホールディングス株式会社が債券の担保として質権を設定していた

当社株式 113,753 株を取得し、従来から保有していた当社株式 22,884 株とあわせて 136,637 株（議決

権比率 50.62％）を保有することとなったため、当社は親会社の異動を確認いたしました。

昭和ホールディングス株式会社は、同社が引き受けた A.P.F.International Co.,Ltd 及び

A.P.F.Management Co.,Ltd の債券の担保として、当社の株式 113,753 株に対して質権設定を行ってお

りました。同社は、当該債権回収の期日を平成 23 年３月 31 日としておりましたが、平成 23 年５月 29

日においても債券発行会社からの全額入金には至っておりませんでした。同社は当該債権の全額回収

が可能であると判断しているものの、同社の監査委員会が同社の会計監査人からの指摘に基づき、当

該債権につき保守的に見て貸倒引当金を計上するという決定をするに至りました。同社は当該決定を

重く受け止め、現状における最も保守的な判断として、担保権の実行に至ったものです。

２． 親会社並びに主要株主に該当することとなった会社

（１）名称 昭和ホールディングス株式会社

（２）所在地 千葉県柏市十余二 348 番地

（３）代表者の役職・氏名 代表執行役社長 重田 衞

（４）主な事業内容 主としてゴム製品を主体とする製造販売業

（５）資本金の額 4,036 百万円

（６）設立年月日 昭和 12 年６月１日

（７）事業年度の末日 ３月末

（８）連結純資産 5,168 百万円

（９）連結総資産 7,499 百万円

（10）大株主及び持株比率 明日香野ホールディングス株式会社 15,000 千株（31.94％）

A.P.F.ホールディングス株式会社 5,000 千株（10.64％）

株式会社ＭＡインターナショナル 416 千株（0.88％）
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若土 征男 200 千株（0.42％）

秋山 哲也 198 千株（0.42％）

田中 成典 182 千株（0.38％）

カブドットコム証券株式会社 160 千株（0.34％）

曽我 為好 155 千株（0.33％）

高橋 洋一 138 千株（0.29％）

太陽開発株式会社 134 千株（0.28％）

（11）上場会社と当該会社との関係

資本関係 当社株式の 136,637 株（総株主の議決権の数に対する所有割合は

50.62%）を保有しております。

人的関係 当社の取締役１名及び監査役１名が同社の取締役を兼任しています。

取引関係 当社と同社子会社との間にて、販売用パンフレットのデザイン等のコ

ンサルティング契約を締結しております。

３． 親会社並びに主要株主に該当しなくなった会社

（１）名称 A.P.F.ホールディングス株式会社

（２）所在地 大阪府松原市天美南四丁目７番 25 号

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 此下 益司

（４）主な事業内容 Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａの助言及び仲介

（５）資本金の額 3,000 千円

（６）設立年月日 平成 19 年４月 19 日

（７）事業年度の末日 12 月末

（８）純資産 3,166 千円

（９）総資産 1,580,671 千円

（10）大株主及び持株比率 此下 益司（100％）

（11）上場会社と当該会社との関係

資本関係 当社株式の 9,000 株（総株主の議決権の数に対する所有割合は 3.33%）

を保有しております。

人的関係 当社の取締役１名が同社の取締役を兼任しています。

取引関係 平成22年 12月22日提出の有価証券報告書の関連当事者情報に記載の

とおりです。

４． その他の関係会社に該当しなくなった会社

（１）名称 明日香野ホールディングス株式会社

（２）所在地 大阪市生野区巽北四丁目 14 番８号

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 此下 益司

（４）主な事業内容 事業会社の株式を取得・保有することにより、当該会社の事業活動を

支配・管理する事業

（５）資本金の額 250,000 千円

（６）設立年月日 平成 19 年４月 16 日

（７）事業年度の末日 12 月末

（８）純資産 273,547 千円

（９）総資産 2,745,478 千円
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（10）大株主及び持株比率 此下 益司（100％）

（11）上場会社と当該会社との関係

資本関係 当社株式の 32,590 株（総株主の議決権の数に対する所有割合は

12.07%）を保有しております。

人的関係 当社の取締役１名が同社の取締役を兼任しています。

取引関係 平成22年 12月22日提出の有価証券報告書の関連当事者情報に記載の

とおりです。

５． その他の関係会社に該当しなくなった会社

（１）名称 A.P.F.Holdings Co.,Ltd.

（２）所在地 33/125 Wall Street Tower Office Condominium,25th Floor,Surawong

Road,Kwaeng Suriyawongse,Khet Bangrak,Bangkok Metropolis.

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 Anek Arampanich

（４）事業内容 事業に対する投資事業

（５）資本金の額 281,000,000 バーツ

（６）設立年月日 2005 年４月 20 日

（７）事業年度の末日 12 月末

（８）上場会社と当該会社との関係

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 平成22年 12月22日提出の有価証券報告書の関連当事者情報に記載の

とおりです。

（注）なお、総資産および純資産並びに大株主及び持株比率につきましては、当該会社が複数の個

人および法人の資産を預かり事業に投資する事業を行っているため、当該会社からの開示を受けて

おりません。

６． 異動年月日

平成 23 年５月 30 日

７． 異動前後における当該会社の所有する議決権の数及び所有割合

（１） 異動前（平成 23 年５月 29 日現在）

議決権所有割合（％）

名称 属性
直接所有分 合算対象分 計

発行する株券が上場

されている

金融商品取引所等

昭和ホールディング

ス株式会社
－ 8.47 － 8.47 東京証券取引所

A.P.F.ホールディン

グス株式会社
親会社 36.87 － 36.87 なし

明日香野ホールディ

ングス株式会社

その他の関

係会社
17.96 － 17.96 同上

A.P.F.Holdings

Co.,Ltd.

その他の関

係会社
－ － － 同上
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（２） 異動後（平成 23 年５月 30 日現在）

議決権所有割合（％）

名称 属性
直接所有分 合算対象分 計

発行する株券が上場

されている

金融商品取引所等

昭和ホールディング

ス株式会社
親会社 50.62 － 50.62 東京証券取引所

A.P.F.ホールディン

グス株式会社
－ 3.33 － 3.33 なし

明日香野ホールディ

ングス株式会社
主要株主 12.07 － 12.07 同上

A.P.F.Holdings

Co.,Ltd.
－ － － － 同上

８． 今後の見通し

本異動による当社への業績等への影響は現段階では把握できておりませんが、今後確認が取れ次第ご

報告いたします。

以 上


