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平成 23 年 9 月 30 日 

各  位 

会 社 名 株式会社トラスト      

代表者名 代表取締役社長  伊藤 誠英 

        (コード番号 3347 東証マザーズ) 

問合せ先 管理部長 長谷川 克彦   

                    (TEL 052-219-9058) 

 

SOJITZ ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED の 

株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 
 

当社は、本日、SOJITZ ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED (以下 SAA 社)の株式を、双日株式会

社から取得する株式売買契約を締結しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株式取得の目的 

SAA社の子会社化により、南アフリカ共和国での当社新車販売事業の業容拡大による収益増加は

もとより、当社中古車輸出事業の主力輸出先であるアフリカ地域において、中古車輸出事業との更

なるシナジー創出が可能となります。 

SAA 社は、双日株式会社(証券コード：2768)と現地法人である ABSOLUT MOTOR DISTRIBUTORS 

(PROPRIETARY) LIMITED（以下 AMD 社）との合弁により、平成 20 年 6 月に設立され、スズキ新車デ

ィーラーを経済成長著しい南アフリカ共和国最大の都市ヨハネスブルグ市で 2店舗、立法府所在地

のケープタウン市周辺で 1店舗運営し、販売台数は順調に推移しております。 

 

  当社新車販売事業出店状況 

会社名 当社出資割合 新車ディーラー店舗 

SAA 社 
16.10％(関連会社) 

→取得後 50.10％（子会社）

・スズキ   3 店舗    (ヨハネスブルグ市内 2 店舗) 

            (ケープタウン市周辺 1 店舗) 

TAA 社 50.10％(子会社) 
・プジョー  1 店舗  (プレトリア市内) 

・フィアット  1 店舗 (ケープタウン市周辺) 

※TAA 社＝TRUST ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED 
 

 

２．SAA 社の概要 

(1) 名称 
SOJITZ ABSOLUT AUTO (PROPRIETARY) LIMITED 

 →子会社化後に名称変更予定 

(2) 所在地 
286 Main Road Bryanston Johannesburg South Africa 

(南アフリカ共和国ヨハネスブルグ市) 

(3) 代表者の役職・氏名 Director  Jean Pierre Gobel 

(4) 事業内容 新車販売事業 
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(5) 資本金  7,500 千ランド 

(6) 設立 平成 20 年 6 月 

(7) 大株主及び持株比率 

AMD 社                  49.90％ 

双日株式会社   34.00％  

当社      16.10％ 

資本関係 当社は当該会社の株式を所有。 

人的関係 役員の兼任 1 名。 
(8) 上場会社と当該会社 

との間の関係 
取引関係 該当事項はありません。 

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態            (単位：千ランド)  

  決算期 平成 23 年 3 月期 平成 22 年 3 期 平成 21 年 3 期 

  純資産 7,692 3,196 2,744

  総資産 35,520 17,722 10,579

  売上高 173,994 116,227 45,659

  当期純利益 1,995 452 △2,255

  

３．株式取得の相手先の概要 

(1) 名称 双日株式会社 

(2) 所在地 東京都港区赤坂 6-1-20 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 加瀬 豊 

(4) 事業内容 総合商社 

(5) 資本金 160,339 百万円 

(6) 設立 平成 15 年 4 月 

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 該当事項はありません。 
(7) 上場会社との当該会社 

との間の関係 
関連当事者への

該当状況 
該当事項はありません。 

 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 

1,207,500 株  

(議決権の数：1,207,500 個) 

(所有割合：16.10％) 

(2) 取得株式数 

2,550,000 株  

(内訳：双日株式会社より譲受 2,550,000 株) 

(議決権の数：2,550,000 個) 

(取得価額：3,825 千ランド) 

(3) 異動後の所有株式数 

3,757,500 株 

(議決権の数：3,757,500 個) 

(所有割合： 当社    50.10％ 

AMD 社  49.90％) 

※ランド＝南アフリカ通貨 平成 23 年 9 月 28 日現在 1 ランド＝9円 59 銭 

 

５．日程 

(1) 株式売買契約締結 平成 23 年 9 月 30 日 

(2) 株券引渡日 平成 23 年 10 月 11 日(予定) 

 

６． 今後の見通し及び方針 
本取引により SAA 社は、当社の子会社となります。業績予想への影響については現在精査中であり、影響

額が確定次第、速やかにお知らせいたします。 
以 上 


