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平成24年12月13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：７１６２) 

問合せ先 常務取締役 小幡 健太郎 

電  話  0 3 - 5 4 4 7 - 8 4 0 0     

 

ＩＴＣインベストメント・パートナーズ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12月13日開催の取締役会において、下記のとおり、ＩＴＣインベストメント・パー

トナーズ株式会社（以下、「IIP」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、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区北青山二丁目５番１号）との間で株式譲渡契約を

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 

当社グループは、現在、顧客資産の運用を行う投資顧問事業及び自己資産の運用を行う自己勘定

投資事業を展開しております。前者は、金融商品取引法に規定される投資一任契約に基づく投資運

用業及び商品ファンド法に規定される商品投資顧問業に分類され、金融市場並びに商品先物市場に

おいて顧客資産の投資運用業務を行っております。また後者の自己勘定投資事業においては、主と

して国内外の商品先物市場において自己資産の運用業務を行っております。 

本件 IIP の子会社化は当社グループにおける上記投資顧問事業の一層の拡充を目的として行うも

のであります。 

IIP は、現在当社グループにて有する投資一任契約に基づく投資運用業及び投資助言・代理業に加

え、所謂、投資信託委託業務に係る投資運用業並びに第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取

引業を営むことを可能とする資格を有しております。 

IIP 子会社化は、投資家の皆様にオルタナティブ運用を中心とするベストソリューションを提供し

得る業務体制構築を可能ならしめ、併せ投資家の皆様の多様なニーズに対し、迅速かつ質の高いサ

ービスの提供も可能とするものと考えております。 

また、IIP と当社の連結子会社であるアストマックス投資顧問株式会社（以下、[ASIM]という。）

は既に投資信託業務を基盤とする協業関係を築き上げており、本件子会社化は当社グループにおけ

る金融商品取引業務の収益性及び効率性のさらなる向上に資するものであり、今後の一層のビジネ

スシナジー効果も期待できるものと考えております。 

なお、本件成立後の平成 25 年 1 月以降においても、伊藤忠商事株式会社は当社株式の約７％を保

有する株主としての立場を維持される他、当面の間は、新体制における業務遂行が着実に行われる

様、ご支援頂く予定であります。 
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当社グループにおける投資顧問事業にとって本件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強固な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貢献し得るものと考えております。 

当社グループは優れた運用成果と高品質な顧客サービスの提供を行い、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、投資家の皆様の信頼を得、安心してお取引をい

ただける主としてオルタナティブ運用を行う投資運用業者としての確固たる地位を築いて参る所存

であります。 

 

２．異動する子会社（IIP）の概要 

（１） 名称 ＩＴＣインベストメント・パートナーズ株式会社 

（２） 所在地 東京都港区北青山二丁目 11 番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大林 政昭 

（４） 事業内容 金融商品取引業 

（５） 資本金 300 百万円 

（６） 設立年月日 2004 年（平成 16 年）５月 12 日 

伊藤忠商事株式会社 99.0％ 

（７） 
大株主及び議決権株式所

有割合 

アストマックス投資顧問株式会社 1.0％ 

※上記 1.0％については、平成 24 年 12 月 28 日までに、マネックス

グループ株式会社に株式譲渡される予定です。 

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 当該会社設定の投資信託に係る商品投資顧問契約

を当該会社との間で締結しております。 
（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 359,825 千円 266,873 千円 648,192 千円

総資産 529,818 千円 434,541 千円 826,033 千円

１株当たり純資産額 17,901 円 75 銭 13,277 円 26 銭 28,655 円 02 銭

営業収益 673,779 千円 907,682 千円 795,187 千円

営業利益 △220,143 千円 △78,232 千円 △112,327 千円

経常利益 △222,052 千円 △78,831 千円 △118,095 千円

当期純利益 △226,011 千円 △92,960 千円 △118,652 千円

１株当たり当期純利益 △14,356 円 33 銭 △4,624 円 88 銭 △5,245 円 36 銭

１株当たり配当金 － － －

(注)最近３年間の経営成績については、損失計上となっておりますが、平成 25 年３月期第３四半期会計

期間（平成 24 年 10 月から同年 12 月まで）においては、契約資産の増加に伴い利益計上が見込まれ

ております。  
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３．株式取得の相手先の概要 

（１） 名称 伊藤忠商事株式会社 

（２） 所在地 東京都港区北青山二丁目５番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 岡藤 正広 

（４） 事業内容 繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、保

険、物流、建設、金融の各分野において、国内、輸出入および三国

間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビジネス

を展開。 

（５） 資本金 202,241 百万円 

（６） 設立年月日 1949 年（昭和 24 年）12 月１日 

（７） 純資産 1,696,141 百万円（連結） 

（８） 総資産 6,507,273 百万円（連結） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.52％ 
（９） 大株主及び持株比率 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.60％ 他 

資本関係 当社の普通株式 900,000 株（発行済株式総数に対す

る割合 6.88％）を所有しております。 

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 

 

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：29,800 株（議決権の数：29,800 個） 

（所有割合：99.0％） 

（３） 異動後の所有株式数 
普通株式：29,800 株（議決権の数：29,800 個） 

（所有割合：99.0％） 

（４） 取得価額の算定根拠 

取得価額に関しては、IIP の平成 25 年３月期第２四半期までの財務

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、決定いたしましたが、当事者間の協議により、取得価額は非開

示とさせて頂きます。 

 

５．資金調達 

取得対価の資金につきましては、手元資金を主体とする予定です。 
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６．日程 

（１） 取締役会決議 平成 24 年 12 月 13 日 

（２） 株式譲渡契約締結日 平成 24 年 12 月 13 日 

（３） 株式取得日 平成 24 年 12 月 28 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 


