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会社分割に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年５月 19 日開催の取締役会において、下記の通り会社分割契約書を締結す

ることを決定しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

本会社分割は、当社グループの持株会社制への移行に際して、当社の営む証券取引事業及

び外国為替取引事業を、当社子会社であるトレイダーズ証券分割株式会社（以下「承継会社」

と言います。）に包括的に承継させることを目的としています。 

なお、会社分割の期日と同日に、当社は「トレイダーズホールディングス株式会社」と、

承継会社は「トレイダーズ証券株式会社」と、それぞれ商号を変更する予定です。 

 

２．会社分割の要旨 

(1) 分割の日程（予定） 

分割契約書の取締役会承認：平成 18 年５月 19 日 

分割契約書の締結    ：平成 18 年５月 19 日 

分割契約書の株主総会承認：平成 18 年６月 27 日 

分割の期日       ：平成 18 年 10 月１日 

分割の登記       ：平成 18 年 10 月１日 

 

(2) 分割の方式 

① 分割方式 

当社を分割会社とする分社型吸収分割であります。 

② 当分割方式を採用した理由 

証券取引事業、及び外国為替取引事業の一部である店頭金融先物取引業は、いずれも監督

官庁への登録を必要とする事業であるため、準備会社が分割期日に先だって証券業登録及び

金融先物取引業登録を果たすべく、当分割方式を採用致しました。 

 



(3) 株式の割当 

承継会社は、分割に際して普通株式 18,800 株（１株当たり 100,000 円）を発行し、当社

に対してそのすべてを割当てます。 

 

(4) 分割交付金 

分割交付金の支払いはありません。 

 

(5) 承継会社が承継する権利義務 

証券取引事業及び外国為替取引事業に係る資産及び負債、両事業等に従事する使用人との

労働契約、並びにこれらに係る契約上の地位等が、当社から承継会社に承継されます。 

 

(6) 債務履行の見込み 

当社においては、分割する純資産に相当する承継会社の新株を取得するため、また、承継

会社においては、承継する資産が承継する負債を上回るため、いずれも債務の履行の確実性

に影響を生じないと認識しております。 

 

(7) 承継会社に新たに就任する役員 

平成 18 年６月下旬に開催予定の株主総会において、次のとおり承継会社の役員構成が変更

となる予定です。 

現 承継会社の役員 新 承継会社の役員（予定） 

代表取締役    金丸 勲 

取締役      原屋 一雄 

取締役      福島 秀治 

取締役      新妻 正幸 

取締役      平松 義史 

取締役（非常勤） 奥山 泰全 

常勤監査役    斎藤 正敏 

監査役（非常勤） 大網 英道 

監査役（非常勤） 飯田 直樹 

代表取締役    小池 一弘 

取締役      尾関 高 

取締役      新妻 正幸 

取締役      岡本 宗太郎 

常勤監査役    斎藤 正敏 

監査役（非常勤） 渡邉 剛 

監査役（非常勤） 大網 英道 

 

 

 

３．会社分割の当事会社の概要 

 
分割会社 

トレイダーズ証券㈱ 

承継会社 

トレイダーズ証券分割準備㈱ 

事業内容 

 

 

経営の支配及び管理 

証券取引事業（分割対象） 

外国為替取引事業（分割対象） 

証券取引事業 

外国為替取引事業 

 

設立年月日 平成 11 年 11 月５日 平成 18 年４月 12 日 

本店所在地 東京都港区六本木１－６－１ 東京都港区六本木１－６－１ 



 
分割会社 

トレイダーズ証券㈱ 

承継会社 

トレイダーズ証券分割準備㈱ 

代表者 代表取締役社長  金丸 勲 代表取締役社長  金丸 勲 

資本金 2,803 百万円 120 百万円 

発行済株式総数 236,850 株 1,200 株 

株主資本 5,861 百万円 120 百万円 

総資産 37,652 百万円 120 百万円 

決算期 毎年３月 31 日 毎年３月 31 日 

従業員数 105 名 0 名 

主要取引先 個人及び機関投資家 個人及び機関投資家 

主要取引銀行 

 

 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱りそな銀行 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

 

大株主 

持株比率 

 

 

 

グロードキャピタル㈱ 26.59％

金丸貴行 6.55％

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 4.93％

金丸多賀 4.86％

大阪証券金融㈱ 3.08％

トレイダーズ証券㈱ 100.00％

 

 

 

 

当時会社の関係 

 

 

資本関係：当社は、承継会社の完全親会社です。 

人的関係：現時点で、当社の役員構成と承継会社の役員構成は同一です。

また、平成 18 年６月下旬に開催予定の当社株主総会及び承継

会社の株主総会を経て、当社取締役に就任予定の小池一弘、

尾関高、新妻正幸及び岡本宗太郎は、承継会社の取締役を兼

職する見込みです。また、当社監査役である斎藤正敏及び大

網英道、並びに当社監査役に就任予定の渡邉剛は、承継会社

の監査役を兼職する見込みです。 

取引関係：当社は、承継会社に設備の一部を賃貸する予定です。 

 

最近三決算期間の業績（分割会社（当社）） 

 16 年３月期 17 年３月期 
18 年３月期 
（短信ベース）

営業収益 2,194 百万円 2,937 百万円 4,432 百万円

営業利益 437 百万円 449 百万円 710 百万円

経常利益 442 百万円 437 百万円 630 百万円

当期純利益 236 百万円 235 百万円 441 百万円

１株当たり当期純利益 9,740 円 33 銭 8,314 円 85 銭 1,832 円 47 銭

１株当たり配当金 0 円 0 円 400 円

１株当たり株主資本 81,944 円 77 銭 90,237 円 52 銭 24,578 円 24 銭

 



最近三決算期間の業績（承継会社） 

 16 年３月期 17 年３月期 18 年３月期 

営業収益 

営業利益 

経常利益 

当期純利益 

１株当たり当期純利益 

１株当たり配当金 

１株当たり株主資本 

該当なし 該当なし 該当なし 

 

４．会社分割の内容 

(1) 分割する事業の内容 

証券取引事業及び外国為替取引事業 

 

 (2) 平成 18 年３月期における分割事業部門の経営成績（短信ベース） 

 分割する事業 (a) 18 年３月期実績 (b) 比率 (a/b) 

営業収益 4,388 百万円 4,432 百万円 99.0％

 

 (3) 譲渡に係る資産及び負債の項目並びに金額 

資産 負債 

項目 金額（百万円） 項目 金額（百万円） 

流動資産 35,403 流動負債 31,490

固定資産 2,248 固定負債 274

合  計 37,652 合  計 37,652

 

５．会社分割後の状況 

 分割前 分割後 

商   号 トレイダーズ証券㈱ トレイダーズホールディングス㈱ 

事 業 内 容 

 

 

経営の支配及び管理 

証券取引事業 

外国為替取引事業 

経営の支配及び管理 

 

 

本店所在地 東京都港区六本木１－６－１ 変更なし 

代 表 者 代表取締役社長  金丸 勲 変更なし 

資 本 金 2,803 百万円 変更なし 

決 算 期 毎年３月 31 日 変更なし 

 

(1) 総資産 

当社は、分割する純資産に相当する承継会社の新株を取得するため、総資産額に影響はあ



りません。 

 

(2) 業績に与える影響 

① 分割後の連結業績見通し 

当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

② 分割後の個別業績見通し 

本会社分割によって当社の事業はすべて承継会社に承継されるため、事業収入はなくなり

ます。当社は、今後経営管理及び配当等によって収益を得る予定です。 

以 上 


