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平成24年６月26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     

 

マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、平成24年６月26日開催の取締役会において、下記のとおり、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。概要以下のとおり）の株式を取得し、当社の子会社

とすることについて株式譲渡契約を締結することを決議し、直ちに当該契約書に調印いたしましたので、

お知らせいたします。 

記 

 
１．株式の取得の理由 

当社が営む事業は、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。投資顧問事業につきましては、更に証券市場での運用（投

資運用業、投資助言・代理業）と商品市場での運用（商品投資顧問業）に分けられます。ディーリ

ング事業及びプロップハウス事業では、主として商品先物市場での運用を行っております。 

MAI は、以下「２．異動する子会社（MAI）の概要」にも記載しておりますが、マネックスグルー

プ株式会社が議決権の 51％を保有し、投資運用業及び投資助言・代理業、並びに商品投資顧問業を

営むマネックスグループ株式会社のグループ会社であります。 

当社は同社の発行済み全株式を取得し、当社の 100％子会社化することにより、当社が投資顧問事

業の展開上、現在最も重要視している規模のメリットを図る第一歩にしたいと考えております。両

社の現状における運用戦略・商品設計、顧客層、及び両社における運用商品の販売会社等はいずれ

も相互に補完できる関係となっており、両社の統合により事業基盤の拡充とビジネスシナジー効果

が期待できるものと考えております。 

当社は本統合による事業基盤と収益基盤双方の拡充が、投資家の皆様の様々なニーズにお応えで

きる運用業務遂行体制を構築すること、並びに投資顧問会社に求められる内部管理体制の強化にも

資するものと考えております。オルタナティブ運用を行う独立系投資顧問会社としての確固たる地

位を築き、顧客満足度の高い運用成果と高水準の質的サービスの提供を可能ならしめ、また透明性

が高く、充実した内部管理体制の確立された強固な組織作りを進める所存であります。 

投資家の皆様の信頼を得、安心してお取引をいただける独立系投資顧問会社として私共の業界を

リードしてゆく組織の構築を目指し、最大限の努力を行って参ります。 
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２．異動する子会社（MAI）の概要 

（１） 名称 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） 所在地 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 白木 信一郎 

（４） 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 

（５） 資本金 95 百万円 

（６） 設立年月日 平成 16 年 10 月 22 日 

マネックスグループ株式会社 51.0％ 

あすかアセットマネジメント株式会社 26.0％ （７） 
大株主及び議決権株式所

有割合 
その他個人 23.0％ 

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 （８） 
当社と当該会社との間の

関係 
関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

純資産 99,078 千円 284,129 千円 (注 1) 396,353 千円

総資産 101,225 千円 291,102 千円 409,365 千円

１株当たり純資産額 66,052 円 66 銭 (注 2) 61 円 63 銭 85 円 98 銭

営業収益 94,261 千円 168,585 千円 341,304 千円

営業利益 △35,978 千円 13,634 千円 111,336 千円

経常利益 △35,455 千円 13,176 千円 112,513 千円

当期純利益 △35,745 千円 12,886 千円 112,223 千円

１株当たり当期純利益 △23,830 円 11 銭 （注 2） 6 円 43 銭 24 円 34 銭

１株当たり配当金 － － －

(注 1)平成 24 年６月 21 日開催の臨時株主総会において、剰余金の処分の件（73,760 千円）が承認可決

され、同年６月 25 日に実行されております。 

(注 2)平成 22 年 11 月 11 日を基準日として、株式１株を 1,000 株とする株式の分割が実行されておりま

す。 

 

３．株式取得の相手先の概要 

１） 

（１） 名称 マネックスグループ株式会社 

（２） 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 11 番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 松本 大 

（４） 事業内容 金融商品取引業を営む会社の株式の保有 

（５） 資本金 10,393 百万円 

（６） 設立年月日 平成 16 年８月２日 
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（７） 純資産 72,716 百万円 

（８） 総資産 94,759 百万円 

オリックス株式会社 22.4％ 
（９） 大株主及び持株比率 

松本 大 8.6％ 

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 （10） 
当社と当該会社との間の

関係 
関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません 

※平成 24 年３月 31 日現在 

 

２） 

（１） 名称 あすかアセットマネジメント株式会社 

（２） 所在地 東京都千代田区内幸町一丁目３番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 谷家 衛 

（４） 事業内容 投資運用業及び投資助言・代理業、第ニ種金融商品取引業 

（５） 資本金 102 百万円 

（６） 設立年月日 平成 21 年 11 月 28 日 

（７） 純資産 167 百万円 

（８） 総資産 906 百万円 

（９） 大株主及び持株比率 谷家 衛 55.8％ 

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 （10） 
当社と当該会社との間の

関係 
関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません 

※平成 23年 11 月 30 日現在 

 

３） 

（１） 氏名 白木 信一郎、他２名（個人） 

（２） 当社と当該個人の関係 
当社との間に記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありま

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 
０株（議決権の数：０個） 

（所有割合：０％） 

（２） 取得株式数 

普通株式：4,070,000 株（議決権の数：4,070,000 個） 

甲種類株式：540,000 株（議決権の数：０個） 

（所有割合：100％） 
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（取得価額：706 百万円） 

（３） 異動後の所有株式数 

普通株式：4,070,000 株（議決権の数：4,070,000 個） 

甲種類株式：540,000 株（議決権の数：０個） 

（所有割合：100％） 

（４） 取得価額の算定根拠 

取得価額に関しては、MAI の平成 24 年３月期までの財務諸表や財務

予測等を基に、DCF 分析等の各種価値分析手法により、独立した第

三者機関が分析した企業価値評価等を総合的に勘案の上、決定いた

しました。 

 

５．資金調達 

取得価額 706 百万円の資金につきましては、手元資金を主体とする予定ですが、一部は取引銀行

から借入金を調達する予定です。また、本日（平成 24 年６月 26 日）別途開示しております「マネ

ックスグループ株式会社との業務提携、第三者割当による新株発行及び自己株式の処分、株式の売

出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」に記載の第三者割当増資により、156,725,280 円を調

達する予定です。 

 

６．日程 

（１） 取締役会決議 平成 24 年６月 26 日 

（２） 株式譲渡契約締結日 平成 24 年６月 26 日 

（３） 株式取得日 平成 24 年８月１日（予定） 

 

７．今後の見通し 

本件が、平成 25 年３月期の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、今後公表すべ

き事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

 

以上 


