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  平成 20年 12月 18日 
各  位 

会 社 名 アセット・インベスターズ株式会社 
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 若 山 健 彦
 （コード 3121 大証 2部・福証）
問合せ先 経営企画部長 宮 毛 忠 相
 （TEL 03-3502-4910）

 

親会社及び主要株主（筆頭株主）の異動に関するお知らせ 

 
平成 21年 1月 15日付で当社の親会社及び主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動が生ず
る見込みとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 
記 

 
Ⅰ 親会社の異動 
 

1. 異動に至った経緯 
当社は、本日開催の取締役会において、本日付別途開示の当社「第三者割当による新株式

の発行に関するお知らせ」にて公表の通り、Total Network Holdings Limited、古川令治氏、若
山健彦氏及び JCW株式会社に対して、第三者割当の方法により新株式を発行すること（以下
「本件増資」）を決議いたしました。 
これに伴い、本件増資の払込期日である平成 21年１月 15日において、当社親会社である、

アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社、アセット・マネジャーズ株式会社及
び株式会社エフ・アール・ホールディングは当社の親会社でなくなる見込みであります。 
なお、株式会社エフ・アール・ホールディングはアセット・マネジャーズ株式会社の 100％
子会社であり、アセット・マネジャーズ株式会社はアセット・マネジャーズ・ホールディン
グス株式会社の 100%子会社であります。 

 
2. 異動する親会社の概要 
異動により親会社でなくなる三社の概要は以下の通りです。 
①アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社 

(1) 本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 
(2) 代表者  代表執行役社長 岩崎 謙治 
(3) 資本金  19,083百万円 
(4) 主な事業内容 純粋持株会社 
②アセット・マネジャーズ株式会社 

(1) 本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 
(2) 代表者  代表取締役 長谷川 拓磨 
(3) 資本金  10,010百万円 
(4) 主な事業内容 不動産投資、不動産ファンド組成のアレンジ、開発業務の受託、不

動産を軸にした企業投資等 



 

 2

③株式会社エフ・アール・ホールディング 
(1) 本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 
(2) 代表者  代表取締役 戸本 幸亮 
(3) 資本金  10百万円 
(4) 主な事業内容 有価証券の取得、保有、運用 

 
 

3. 異動前後における当該親会社の議決権数、総議決権に対する割合 
①アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社 

 所有議決権数 議決権総数に対する割合 

異動前（平成 20年９月 30日現在） －個 －％（50.4％） 

異動後 －個 －％（18.3％） 

②アセット・マネジャーズ株式会社 
 所有議決権数 議決権総数に対する割合 

異動前（平成 20年９月 30日現在） －個 －％（50.4％） 

異動後 －個 －％（18.3％） 

③株式会社エフ・アール・ホールディング 
 所有議決権数 議決権総数に対する割合 

異動前（平成 20年９月 30日現在） 41,226個 50.4％ 

異動後 41,226個 18.3％ 

 
(注 1)異動前の議決権総数に対する割合は、平成 20 年９月 30 日現在の総株主の議決権

81,855 個を基準として算出しております。異動後の議決権総数に対する割合は、平
成 20年９月 30日現在の総株主の議決権 81,855個に、本件増資により発行される新
株式の総数 142,859,000株に係る議決権個数（142,859個）を加えた数を基準として
算出しております。 

(注 2) 議決権を有しない株式として発行済み株式総数から控除した株式数は、平成 20年
９月 30日現在で、発行済株式総数 82,291,567株に対して 147,708株であります。 

(注 3) 所有議決権数及び議決権総数に対する割合の括弧内は、間接保有の割合です。 
 

4. 異動年月日 
平成 21年１月 15日（予定） 

 
5. 今後の見通し 
本件による当社連結業績への影響は軽微であります。 
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Ⅱ 主要株主（筆頭株主）の異動 
 

1. 異動に至った経緯 
上記「Ⅰ親会社の異動」と同様の経緯により、当社の主要株主または筆頭株主に以下の通
り異動がありました。 

 
2. 当該異動に係る主要株主の名称等 
①主要株主である筆頭株主になるもの 

(1) 名称  Total Network Holdings Limited 
(2) 本店所在地 P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands 
(3) 代表者  Panford Limited 
(4) 資本金  US$1.00 
(5) 主な事業内容 投資業 
②主要株主となるもの 

(1) 名称  古川 令治 
(2) 住所 東京都千代田区 
③筆頭株主でなくなるもの 

(1) 株式会社エフ・アール・ホールディング 
(2) 本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 
(3) 代表者  代表取締役 戸本 幸亮 
(4) 資本金  10百万円 
(5) 主な事業内容 有価証券の取得、保有、運用 

 
3. 異動後における主要株主の議決権数、総議決権数に対する割合 

①Total Network Holdings Limited 
 所有議決権数 議決権総数に対する割合 大株主順位 

異動前 
（平成 20年 9月 30日現在） 

－個 
（－株）

－％ ― 

異動後 71,429個 
（71,429,000株） 31.8％ 第１位 

②古川 令治 氏 
 所有議決権数 議決権総数に対する割合 大株主順位 

異動前 
（平成 20年 9月 30日現在） 

－個 
（－株）

－％ ― 

異動後 57,143個 
（57,143,000株） 25.4％ 第２位 

③株式会社エフ・アール・ホールディング 
 所有議決権数 議決権総数に対する割合 大株主順位 

異動前 
（平成 20年 9月 30日現在） 

41,226個 
（41,226,556株） 50.4％ 第１位 

異動後 41,226個 
（41,226,556株） 18.3％ 第３位 

 
4. 異動年月日 
平成 21年１月 15日（予定） 

 
5. 今後の見通し 
本件による当社連結業績への影響は軽微であります。 
 

以 上 


