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上 場 会 社 名        株式会社カカクコム                          上場取引所 東証第一部 

コ ー ド 番 号         ２３７１                                     本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://kakaku.com ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 穐田誉輝 
問合せ先責任者 役職名 取締役副社長  氏名 田中 実      ＴＥＬ (０３)５８０５－７５１１ 
決算取締役会開催日 平成 18 年５月 16 日                   中間配当制度の有無    有 
配当支払開始予定日 平成 18 年６月 29 日                   定時株主総会開催日 平成 18 年６月 28 日 
単元株制度採用の有無  無 
 
１． 18 年３月期の業績（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 
(1)経営成績 

 売 上 高      営業利益  経常利益  

 百万円     ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年３月期 
17 年３月期 

 2,776       30.2 
2,133       69.8 

814        △2.2 
833         69.6 

814        0.9 
807         70.0 

 

 当期純利益 
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本 
経 常 利 益 率 

売 上 高
経 常 利 益 率

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

18 年３月期 
17 年３月期 

488     △1.5  
495      80.3  

3,451  09 
10,841 69 

3,406  43 
10,505 56 

22.3 
28.9 

22.1  
29.6  

29.3 
37.8 

(注) ①期中平均株式数 18 年３月期  141,410 株  17 年３月期  45,689 株 
     ②会計処理の方法の変更   有 
     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
（年   間） 配当性向 

株主資本 
配 当 率     

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18 年３月期 
17 年３月期 

300 00 
1,000 00 

0 00  
0 00  

300 00 
1,000 00 

42     
47     

8.7  
9.2  

1.8 
2.4 

(注) 17 年３月期期末配当金の内訳（普通配当 600 円、上場記念配当 400 円） 
 
(3)財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
18 年３月期 
17 年３月期 

3,781       
3,578       

2,409      
1,962      

63.7  
54.8  

17,014 83 
41,708  37 

(注) ①期末発行済株式数 18 年３月期  141,612 株    18 年３月期  47,045 株 
    ②期末自己株式数   18 年３月期      －株    17 年３月期      －株 
 
 
２． 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 
通   期 

1,900 
4,500 

660
1,570

400
940

0 00 
－ 

－ 
300 00 

－
300 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 6,637 円 85 銭 
 
 
 
※ 上記の予想は、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提としております。実

際の業績は、今後の様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。 
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〔添付資料〕 
１. 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 

  
前事業年度 

平成17年３月31日現在 
当事業年度 

平成18年３月31日現在 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２ 1,669,149  1,034,295 

２ 売掛金  494,331  747,400 

３ 商品  3,117  14,855 

４ 立替金  44,953  40,209 

５ 前払費用  9,123  39,261 

６ 繰延税金資産  32,691  45,221 

７ 外国為替保証金取引差金  －  79,896 

８ 保証金  －  125,000 

９ その他  26,316  33,295 

 貸倒引当金  －  △261 

流動資産合計  2,279,683 63.7  2,159,172 57.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  14,959 20,529  

減価償却累計額  △2,315 12,643 △4,524 16,004 

(2) 器具及び備品  152,978 220,327  

減価償却累計額  △75,636 77,341 △120,132 100,195 

有形固定資産合計  89,985 2.5  116,199 3.1

２ 無形固定資産    

(1) 営業権  159,200  119,400 

(2) ソフトウェア  145,942  283,850 

(3) ソフトウェア仮勘定  －  43,292 

(4) その他  16,171  76 

無形固定資産合計  321,314 9.0  446,619 11.8

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  －  62,000 

(2) 関係会社株式  781,269  894,069 

(3) 関係会社出資金  3,000  － 

(4) 長期前払費用  －  1,640 

(5) 繰延税金資産  3,856  12,062 

(6) 保証金  98,944  89,518 

(7) その他  －  506 

貸倒引当金  －  △506 

投資その他の資産合計  887,069 24.8  1,059,291 28.0

固定資産合計  1,298,369 36.3  1,622,110 42.9

資産合計  3,578,053 100.0  3,781,282 100.0

 



 2

  
前事業年度 

平成17年３月31日現在 
当事業年度 

平成18年３月31日現在 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  122,699  300,886 

２ 短期借入金  480,000  100,000 

３ 未払金  105,538  107,335 

４ 未払費用  9,766  16,815 

５ 未払法人税等  228,525  228,141 

６ 未払消費税等  44,562  3,043 

７ 前受金  22,988  8,259 

８ 預り金  15,993  6,855 

９ 賞与引当金  28,694  50,908 

10 預り保証金  556,511  548,495 

11 その他  604  1,037 

流動負債合計  1,615,883 45.2  1,371,778 36.3

負債合計  1,615,883 45.2  1,371,778 36.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※1 426,770 11.9  429,950 11.4

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  598,489 601,669  

資本剰余金合計  598,489 16.7  601,669 15.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 当期未処分利益  936,911 1,377,885  

利益剰余金合計  936,911 26.2  1,377,885 36.4

資本合計  1,962,170 54.8  2,409,504 63.7

負債・資本合計  3,578,053 100.0  3,781,282 100.0
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② 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高    

１ 商品売上高  65,661 73,189  

２ 役務収益  2,067,716 2,133,378 100.0 2,703,436 2,776,625 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 期首商品棚卸高  8,415 3,117  

２ 当期商品仕入高  32,803 67,404  

３ 期末商品棚卸高  3,117 14,855  

４ 商品売上原価  38,100 55,666  

５ 役務原価  422,674 460,775 21.6 602,543 658,209 23.7

売上総利益  1,672,602 78.4  2,118,415 76.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 広告宣伝費  200,627 420,851  

２ 代理店手数料  69,486 78,919  

３ 貸倒引当金繰入  － 767  

４ 役員報酬  70,598 77,999  

５ 給料手当  145,219 224,854  

６ 賞与  22,793 29,947  

７ 賞与引当金繰入額  21,975 35,919  

８ 法定福利費  32,220 48,542  

９ 支払手数料  101,718 158,451  

10 地代家賃  17,934 51,567  

11 減価償却費  4,376 5,168  

12 営業権償却  39,800 39,800  

13 その他  112,169 838,920 39.3 130,645 1,303,435 46.9

営業利益  833,681 39.1  814,979 29.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  203 81  

２ 講演料等収入  258 57  

３ 受取割戻料  － 1,503  

４ 自動販売機収入  118 215  

５ その他  7 588 0.0 1 1,858 0.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  493 1,586  

２ 新株発行費  887 786  

３ 株式上場費用  25,806 －  

４ その他  － 27,187 1.3 35 2,407 0.1

経常利益  807,082 37.8  814,430 29.3
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※1 － 933  

２ 運営サイト復旧費用  － － － 41,214 42,148 1.5

税引前当期純利益  807,082 37.8  772,282 27.8

法人税、住民税及び事業税  321,000 305,000  

法人税等調整額  △9,263 311,736 14.6 △20,736 284,263 10.2

当期純利益  495,346 23.2  488,018 17.6

前期繰越利益  441,565  889,866 

当期未処分利益  936,911  1,377,885 

 

役務原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費  57,480 12.3 131,576 16.9

Ⅱ 経費 ※1 409,734 87.7 646,683 83.1

小計  467,214 100.0 778,259 100.0

他勘定振替高 ※2 44,539 175,715 

役務原価  422,674 602,543 

(注) １ ウェブサイトのプログラムの制作及び維持管理に係る労務費及び経費を役務原価として計上しております。 

 

※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

外注費(千円) 25,411 93,004

サーバー管理費(千円) 45,822 91,778

減価償却費(千円) 45,872 111,286

支払手数料(千円) 38,450 36,469

インセンティブ費用(千円) 225,669 243,780

 

※２ 内訳は次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

労務費(千円) 10,076 50,738

経費(千円) 34,463 124,976

(注) 他勘定振替高は、ソフトウェアの制作に係る費用をソフトウェア及びソフトウェア仮勘定に振り替えたものであ

ります。 
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③ 利益処分案 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  936,911  1,377,885

Ⅱ 利益処分額   

   配当金  47,045 47,045 42,483 42,483

Ⅲ 次期繰越利益  889,866  1,335,401
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品 

総平均法による原価法を採用しており

ます。 

商品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物………………13～15年 

器具及び備品……３～６年 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、建物（建物付属設備は除く）

については、定額法を採用しており

ます。なお、前事業年度の建物勘定

は、すべて建物付属設備でありま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物………………13～18年 

器具及び備品……３～６年 

 (2) 無形固定資産 

営業権については５年で毎期均等

額を償却しております。また、自社

利用のソフトウェアについて、社内

における利用可能期間(３～５年)

に基づく定額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

新株発行費 

同左 

 

 

５ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

――――――― 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち、当期の負担すべ

き額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

６ 収益及び費用の計上基

準 

広告売上の計上基準について 

広告主からの受注金額を売上高とし

て計上し、広告代理店に支払う販売手数

料を、代理店手数料として計上しており

ます。 

広告売上の計上基準について 

同左 

７ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

――――――― 

 

 

 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」 

(｢固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書｣

(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用

しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

――――――― 

 
(差入保証金の処理方法) 

外国為替保証金取引業務にかかる差入保証金は固定資

産(投資その他の資産)に計上しておりましたが、当事業

年度より「保証金」として流動資産に計上することに変

更しております。 

外国為替保証金取引業務にかかる差入保証金は、顧客

の取引総残高に応じて一定の割合で差し入れるものであ

ります。従来は、これを保守的に固定資産に計上してお

りました。当事業年度において、外国為替保証金取引業

務の開始から相当の期間を経過したことに伴い、顧客の

取引開始から決済までの期間に関する実態分析を実施

し、取引が開始から１年以内に決済されている事実から

判断して、現在の外国為替保証金取引業務にかかる差入

保証金の性格をより適切に財政状態に反映するために当

該変更を行なっております。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、流動

資産は125,000千円増加し、固定資産（投資その他の資産）

は同額減少しております。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

(貸借対照表) 

前事業年度まで「その他」として表示しておりました

「立替金」は、総資産の100分の1を超えたため、区分掲

記することといたしました。 

なお、前事業年度は8,726千円となっております。 

(貸借対照表) 

前事業年度まで流動資産の「その他」として表示してお

りました「外国為替保証金取引差金」は、総資産の100分

の1を超えたため、区分掲記することといたしました。 

なお、前事業年度における「外国為替保証金取引差金」

の金額は19,876千円であります。 

 

前事業年度まで無形固定資産の「その他」として表示し

ておりました「ソフトウェア仮勘定」は、総資産の100分

の1を超えたため、区分掲記することといたしました。 

なお、前事業年度における「ソフトウェア仮勘定」の金

額は16,095千円であります。 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法）

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算

書の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委

員会実務対応報告第 12 号(平成 16 年２月 13 日)）が公

表されたことに伴い、当期から同実務対応報告書に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割 8,000 千円を販

売費及び一般管理費に計上しております。この結果、販

売費及び一般管理費が同額増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が同額減少しております。 

――――――― 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
平成17年３月31日現在 

当事業年度 
平成18年３月31日現在 

※１ 株式の状況 

授権株式数 普通株式 160,000株

発行済株式総数 普通株式 47,045株

 

※２ 現金及び預金には、外国為替保証金取引について

顧客より預託を受けた金銭（顧客預託金）相当額を

自己の固有の財産と分別して保管している分別保

管預金556,511千円が含まれております。 

※１ 株式の状況 

授権株式数 普通株式 480,000株

発行済株式総数 普通株式 141,612株

 

※２ 現金及び預金には、外国為替保証金取引について顧

客より預託を受けた金銭（顧客預託金）相当額を自己

の固有の財産と分別して保管している分別保管預金

548,495千円が含まれております。 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

――――――― ※１ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。 

ソフトウェア       933千円 

 

（リース取引関係） 

前事業年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

前事業年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

項目 
前事業年度 

平成17年３月31日現在 
当事業年度 

平成18年３月31日現在 

１ 繰延税金資産の発生

の主な原因別内訳 

繰延税金資産(流動) 

未払事業税 17,754千円

賞与引当金 11,675千円

その他 3,261千円

計 32,691千円

繰延税金資産(固定) 

一括償却資産償却超過額 2,610千円

ソフトウェア 1,100千円

その他 144千円

計 3,856千円

 
 

繰延税金資産(流動) 

未払事業税 18,881千円

賞与引当金 20,714千円

その他 5,625千円

計 45,221千円

繰延税金資産(固定) 

一括償却資産償却超過額 5,323千円

ソフトウェア 6,739千円

計 12,062千円
 

２ 法定実効税率と税効

果会計適用後の法人

税等の負担率との差

異の原因となった主

要な項目別の内訳 

 

 

法定実効税率 40.69% 

 (調整)  

  特別税額控除 △2.39% 

  その他 0.33% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.63% 

 

 

法定実効税率 40.69%

 (調整) 

  特別税額控除 △3.44％

  その他 △0.44％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.81％
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 41,708円37銭

１株当たり当期純利益 10,841円69銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 10,505円56銭
 

１株当たり純資産額 17,014円83銭

１株当たり当期純利益 3,451円09銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 3,406円43銭
 

  

 当社は、平成17年11月18日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報に

ついては、以下のとおりとなっております。 

１株当たり純資産額 13,902円79銭

１株当たり当期純利益 3,613円89銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 3,501円85銭
 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日）

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日）

1株当たり当期純利益 

当期純利益(千円) 495,346 488,018 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 495,346 488,018 

普通株式の期中平均株式数(株) 45,689 141,410 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 

当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数（株） 1,462 1,854 

（うち新株予約権（株）） （1,462） （1,854）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権1種類 
（新株予約権の数401個）

新株予約権1種類 
(新株予約権の数500個） 
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（重要な後発事象) 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

（当社運営サイトへの不正アクセス及びサイト一時閉鎖に

ついて） 

当社運営サイトに対し、平成 17 年５月 11 日から 14 日

にかけて不正アクセスによるプログラムの改ざんがなさ

れ、当社運営サイトにアクセスすることにより別サイトへ

誘導され、そのサイトにおいてウィルス感染した可能性が

あります。また、メールアドレスが 22,511 件詐取されて

いたことが判明しました。なお、詐取された情報はメール

アドレスで、その他の情報は含まれておりません。そのた

め、セキュリティ対策を施すために５月 14 日より 24 日ま

でサイトを一時閉鎖しておりました。 

当社は、今回の事件を大きな教訓とし、ユーザー及び取

引先からの信頼、そして当社のブランドを回復し維持向上

させていくために、情報セキュリティの重要性を今まで以

上に厳粛に受け止めたいと思います。これに関する様々な

知識、ノウハウ、方策等を収集、熟知、習得し、情報セキ

ュリティ対策を向上させ、システム及び情報資産を安全に

取り扱うことに全力を傾けます。また、この分野における

トップレベルの専門家に外部委員としてご参加いただく

セキュリティ対策委員会を設置する等、情報セキュリティ

体制の充実を図ってまいります。 

なお、本件は業績に重要な影響を与える可能性がありま

すが、現時点においては、当該事態の発生に起因する損失

の程度、営業活動等に及ぼす影響などは不明であります。

  

（会社分割による外国為替保証金取引事業部門の分社化

について） 

平成 18 年５月 16 日開催の取締役会におきまして、平成

18 年７月１日を期日として、下記のとおり当社の外国為替

保証金取引事業部門を会社分割し、当社全額出資の子会社

である株式会社カカクコム・フィナンシャルに承継させる

ことを決議しました。 

 

(1)会社分割の目的 

昨今の金融ＥＣサービスへの消費者ニーズの高まりと

いった状況を受け、専門性の高い金融分野へのリソース・

ノウハウを集約することで、事業の効率化を図ると共に、

より質の高い金融サービスを提供するためであります。 

 

(2)会社分割の要旨 

①分割の日程 

 分割契約書承認取締役会 平成 18 年５月 16 日 

 分 割 契 約 書 調 印 平成 18 年５月 16 日 

当社は会社法第784条ノ3の規定に基づき株主

総会の承認を得ずに会社分割いたします。 

 分 割 期 日 平成 18 年７月１日(予定)

 分 割 登 記 平成 18 年７月５日(予定)

②分割の方法 

当社を分割会社とし、既存の当社全額出資子会社であ

る株式会社カカクコム・フィナンシャルを承継会社とす

る分社型簡易吸収分割であります。 

③株式の割当 

当社に株式会社カカクコム・フィナンシャルの株式

1,800 株を割当てます。 

④分割により減少する資本の額等 

当該分割により、当社の資本金及び資本準備金は減少

しません。 

⑤分割交付金 

 当該分割に際し、分割交付金はありません。 

⑥承継会社が承継する権利義務 

 承継会社は当社から分割期日において、当社の外国為

替保証金取引事業部門で行われている事業その他これら

に附帯する事業に係る資産及び負債を承継します。 
 

 
 
２. 役員の異動 

 別途、決定次第開示いたします。 

 


