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子会社の異動を伴う株式の譲渡に関するお知らせ

当社は、平成29年10月30日開催の取締役会において、連結子会社であるARTNATURE (CAMBODIA)INC.

（以下、ANKH 社）の株式の全部を、MOONWISH INTERNATIONAL CO., LIMITED（以下、MOONWISH 社）

に譲渡することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件株式譲渡により、ANKH 社は当社の連結子会社から除外されることとなります。

記

１．株式譲渡の理由

当社は、平成 26 年１月に ANKH 社を設立し、オーダーメードウィッグをはじめとする当社製品の製

造を行ってまいりました。

しかしながら、収益体制をより強固なものにするために、生産体制の抜本的な見直しを行った結果、

ANKH 社の事業を譲渡することにいたしました。

２．異動する子会社（ANKH 社）の概要

(1) 名称 ARTNATURE (CAMBODIA) INC.

(2) 所在地 カンボジア王国プノンペン

(3) 代表者の役職・氏名 取締役会長 五十嵐祥剛

(4) 事業内容 かつらの製造

(5) 資本金 16,000 千アメリカドル

(6) 設立年月日 2014 年 1月 25 日

(7) 発行済株式数 1,600 株

(8) 決算期 12 月 31 日

(9) 大株主及び持株比率

（平成 29 年 10 月 30

日現在）

株式会社アートネイチャー 100％

(10) 上場会社と当該会社

との間の関係

資本関係 当社は当該会社の発行済株式 100％を保有しており

ます。

人的関係 当社の取締役２名が当該会社の取締役に就任してお

ります。

取引関係 かつら及び関連製品の売買その他の取引関係があり

ます。

関連当事者へ

の該当状況

当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者

に該当します。



(11) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体）

決算期 平成 26 年 12 月期 平成 27 年 12 月期 平成 28 年 12 月期

純資産 232 百万円 △80百万円 △ 371 百万円

総資産 1,308 百万円 1,236 百万円 1,205 百万円

1 株当たり純資産 930,945 円 62 銭 △322,822 円 41 銭 △1,485,983 円 44 銭

売上高 － 81 百万円 285 百万円

営業利益 △60百万円 △300 百万円 △263 百万円

経常利益 △57百万円 △311 百万円 △281 百万円

当期純利益 △57百万円 △314 百万円 △279 百万円

１株当たり

当期純利益

△230,024 円 8銭 △1,258,620 円 12 銭 △1,119,005 円 58 銭

１株当たり配当金 －円 －円 －円

※注１．資本金については、株式譲渡日までに現在の 2,500 千アメリカドルから 16,000 千アメリカ

ドルに増資する予定となっております。

※注２．1アメリカドルあたりの円貨への換算レートは以下のとおりとなっております。

平成 26 年 12 月期 平成 27 年 12 月期 平成 28 年 12 月期

各年度 12月末日 TTM 120.53 円 120.54 円 116.53 円

各年度平均 TTM 106.37 円 121.00 円 110.30 円

３． 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名称 MOONWISH INTERNATIONAL CO., LIMITED

(2) 所在地 香港

(3) 代表者の役職・氏名 取締役 孫莉

(4) 上場会社と当該会社

との間の関係

資本関係 当社と当該会社との間に記載すべき資本関係はあり

ません。

人的関係 当社と当該会社との間に記載すべき人的関係はあり

ません。

取引関係 当社と当該会社との間に記載すべき取引関係はあり

ません。

関連当事者へ

の該当状況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。

また、当社の関係者及び関係会社は、当該会社の関

連当事者には該当しません。

４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1)異動前の所有株式数 1,600 株（議決権の数：1,600 個、議決権所有割合：100％）

(2)譲渡株式数 1,600 株（議決権の数：1,600 個）

(3)異動後の所有株式数 ０株（議決権の数：０個、議決権所有割合：０％）

(4)譲渡価額 譲渡価額は、関連当事者ではない第三者である譲渡先との協議のう

えで決定しておりますが、当該譲渡先と秘密保持契約を締結してい

るため、非公表とさせていただきます。

５．日程

(1) 取締役会決議日 平成 29年 10 月 30 日

(2) 譲渡契約締結日 平成 29年 10 月 30 日（予定）

(3) 株式譲渡実行日 平成 29年 11 月 30 日（予定）

６．今後の見通し

本件による平成 30 年３月期業績予想に与える影響につきましては、本日公表の「特別損失の計上

に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上


