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平成 27年 11月 16日 

各      位 

会社名 株式会社ウェッジホールディングス 

代表者名  代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢 

（コード 2388 東証ＪＡＳＤＡＱ市場） 

問合せ先 開示担当       横山 幸弘 

（TEL 03 － 6225 － 2207） 

 

親会社等の異動に関するお知らせ 

 

 

当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社は、本日発表しております「第三者割当により発行さ

れる株式（現物出資（デット・エクイティー・スワップ））及び新株予約権の募集並びに、主要株主、及び親

会社等の異動に関するお知らせ」のとおり、主要株主及び親会社の異動が発生いたしました。これに伴い、

当社の親会社等に異動が発生しますので、お知らせいたします。 

 

１． 異動に至った経緯 

親会社の昭和ホールディングス株式会社が本日発表しておりますとおり、同社は A.P.F.Group Co.,Ltd.を

割当先として新株式及び新株予約権の発行を行います。当該第三者割当により、昭和ホールディングス株式

会社の親会社に異動が発生することから、当社の親会社等にも異動が発生する見込みです。 

 

２． 異動する親会社等の概要 

（１）親会社となる A.P.F.Group Co.,Ltd.の概要 

（１） 名称 A.P.F.Group Co.,Ltd 

（２） 所在地 Palm Grove House, P.O.Box438, Road 

Town,Tortola, British Virgin Islands 
 

（３） 代表者の役職・氏名 代表者 此下 益司 

（４） 事業内容 投資業 

（５） 資本金 ５万USドル 

（６） 設立年月日 平成 20年（2008年）６月５日 

（７） 直近事業年度の純

資産 

― 

（８） 直近事業年度の総

資産 

― 

（９） 発行済株式数 ― 

（１０） 決算期 ― 

（１１） 従業員数 ― 

（１２） 主要取引先 ― 

（１３） 主要取引銀行 ― 

（１４） 大株主及び持株比

率 

此下益司 51.0％ 

Mr. Worasak Kriengkomol  15.0％ 

Mr. Charoen Charoenattavit  10.0％ 

（１５） 当事会社間の関係  

 資本関係 該当事項はありません。 
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 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。 

 関連当事者への 

該当状況 

該当事項はありません。 

（注）A.P.F.Group Co.,Ltdは、その属する国の法及び慣行により財務諸表等の作成を要しないこととさ

れております。また、同社は投資会社であり、投資家との約定により、上記記載している項目を除

き、割当先の概要は非公表との回答を得ております。当社はこれ以上の情報は得ておらず、現時点

におきまして当社が記載できる取引先の概要は以上の通りとなります。 

当社といたしましては、同社に対し財務諸表等の決算数値の作成及び提供、また、株主、株数、

役員の状況等の資料を提供していただけるよう継続して依頼してまいります。 

 

（２）親会社となる明日香野ホールディングス株式会社の概要 

（１）名称 明日香野ホールディングス株式会社 

（２）所在地 大阪府八尾市老原七丁目 85番地 1 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 此下益司 

（４）事業内容 事業会社の株式を取得・所有することにより、当該会社

の事業活動を支配・管理する業務 

（５）資本金 250,000,000円 

（６）設立年月日 平成 19年 4月 16日 

（７）直近事業年度の純資

産 

▲2.17億円（平成 26年 12月期実績） 

（８）直近事業年度の総資

産 

17.12億円（平成 26年 12月期実績） 

（９）大株主及び持株比率 A.P.F.Group Co.,Ltd  100％ 

（１０）当事会社の関係 

 資本関係 当社の株式を 4.98％（議決権比率）保有しております。 

 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。 

 関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 

 

（３）親会社となる A.P.F.ホールディングス株式会社の概要 

（１）名称 Ａ．Ｐ．Ｆ．ホールディングス株式会社 

（２）所在地 大阪府大阪市中央区南船場四丁目 10 番 5 号南船場

SOHOビル 702 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 此下益司 

（４）事業内容 持株会社 

（５）資本金 3,000,000円 

（６）設立年月日 平成 19年 4月 19日 

（７）直近事業年度の純資

産 

▲2.87億円（平成 26年 12月期実績） 

（８）直近事業年度の総資

産 

21.49億円（平成 26年 12月期実績） 

（９）大株主及び持株比率 A.P.F.Group Co.,Ltd  100％ 

（１０）当事会社の関係 

 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。 

 関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 
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３． 異動する親会社等の概要 

（１）A.P.F.Group Co.,Ltd 

 属性 議決権の数（議決権所有割合） 大株主 

順位＊ 直接所有分 合算対象分 合 計 

異動前 

（平成 27 年９

月 30日現在） 

― ― 13,590個 

（4.98％） 

13,590個 

（4.98％） 

 

第２位 

異動後 親会社 ― 236,207個 

（67.32％） 

236,207個 

（67.32％） 

第１位 

＊上記表中、異動後の議決権数（議決権所有割合）については、平成 27年 11月 16日の第三者割当に

よる新株発行のみを加味した数値であり、同時に決議を行いました第三者割当による新株予約権が行

使された場合に増加する見込みの議決権数を加味した場合の A.P.F.Group Co.,Ltd.の議決権数（議決

権割合）は 239,637個（67.64％）となる見込みです。 

 

（２）明日香野ホールディングス株式会社 

 属性 議決権の数（議決権所有割合） 大株主 

順位＊ 直接所有分 合算対象分 合 計 

異動前 

（平成 27 年９

月 30日現在） 

― 13,590個 

（4.98％） 

― 13,590個 

（4.98％） 

第２位 

異動後 親会社 13,590個 

（3.87％） 

222,617個 

（63.45％） 

 

236,207個 

（67.32％） 

第 1位 

＊上記表中、異動後の議決権数（議決権所有割合）については、平成 27年 11月 16日の第三者割当に

よる新株発行のみを加味した数値であり、同時に決議を行いました第三者割当による新株予約権が行

使された場合に増加する見込みの議決権数を加味した場合の明日香野ホールディングス株式会社の議

決権数（議決権割合）は直接保有分として 13,590 個（3.84％）、直接保有分と間接保有分の合算対象

分で 226,047個（63.80％）となる見込みです。 

 

（３）A.P.F.ホールディングス株式会社 

 属性 議決権の数（議決権所有割合） 大株主 

順位＊ 直接所有分 合算対象分 合 計 

異動前 

（平成 27 年９

月 30日現在） 

― ― ― ― 

 

― 

異動後 親会社 ― 222,617個 

（63.45％） 

 

222,617個 

（63.45％） 

第２位 

＊上記表中、異動後の議決権数（議決権所有割合）については、平成 27年 11月 16日の第三者割当に

よる新株発行のみを加味した数値であり、同時に決議を行いました第三者割当による新株予約権が行

使された場合に増加する見込みの議決権数を加味した場合の A.P.F.ホールディングス株式会社の議決

権数（議決権割合）は 226,047個（63.80％）となる見込みです。 

 

４． 異動予定年月日 

平成 27年 12月 3日 

 

５． 今後の見通し 

親会社等の異動による当社の業績に対する影響はございません。 
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６． 開示対象となる非上場親会社等の変更の有無 

このたびの異動により、A.P.F.Group Co.,Ltdは、直接保有分と間接保有分を含め、50％を超える議決

権割合を保有することとなりますので、当社の開示対象となる非上場親会社等となります。A.P.F.Group 

Co.,Ltdの概要につきましては、上記「２．異動する親会社等の概要」をご参照ください。  

 

 

以  上 


