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（追加）当社子会社とＳＢＩテクノロジー株式会社の合併に関するお知らせ 

 

平成 18 年５月 16 日付、当社の連結子会社であるトレイダーズフィナンシャルシステムズ株式

会社（本店：東京都港区、代表者：小林 晃、未上場、以下「トレイダーズフィナンシャルシス

テムズ」と言います。）が、ＳＢＩホールディングス株式会社（東証一部及び大証一部上場、証

券コード 8473）の連結子会社であるＳＢＩテクノロジー株式会社（本店：東京都港区、代表者：

前田稔、未上場、以下「ＳＢＩテクノロジー」と言います。）と合併に関する基本合意を行った

旨を開示しましたが、平成 18 年６月 14 日付、当該基本合意を受けて両社が合併契約書を締結し

ましたので、お知らせ致します。 

なお、今回のお知らせは、基本合意から合併契約書の締結に至る過程で追加され、または更新

された情報を含め、改めて本合併の概要を開示するものであります。 

 

記 

 

１．合併の目的 

当社の子会社であるトレイダーズフィナンシャルシステムズは、平成 17 年９月以降進め

て参りました金融ＩＴソリューション分野に係るＳＢＩテクノロジーとの戦略的業務提携

及び資本提携の結果として、同社と合併することに合意致しました。 

トレイダーズ証券グループでは、主にインターネットとコールセンターを介した金融デリ

バティブ取引の分野で事業展開しており、その中核的リソースとしての金融デリバティブ取

引システムを、トレイダーズフィナンシャルシステムズが開発しております。 

トレイダーズフィナンシャルシステムズは、多様なデリバティブ取引システムを開発して

おり、外部販売の拡大及び人的リソースの拡充に向けて各種のアライアンスを強化すること

によって、複数のシステム会社の各種リソースを活用する総合金融システムサービサーを目

指して参りました。 

今回、これまでのトレイダーズフィナンシャルシステムズとＳＢＩテクノロジーとの業務

提携の成果を鑑みて、両社の有する様々な経営資源の効率性を高め、開発速度を加速させる

ことにより、いっそう付加価値の高い競争力あるシステム開発を今後も進めていくためには、

両社の合併が最善の方策であると判断致しました。  

 



２．合併の内容  

(1) 合併の日程 

基本合意    ：平成 18 年５月 16 日 

合併契約書の締結：平成 18 年６月 14 日 

株主総会承認  ：平成 18 年６月 29 日（予定） 

合併の効力発生日：平成 18 年９月１日 （予定） 

 

(2) 合併の方式 

トレイダーズフィナンシャルシステムズを存続会社、ＳＢＩテクノロジーを消滅会社とする

吸収合併の方式によります。 

 

(3) 合併比率等 

トレイダーズフィナンシャルシステムズは、本合併に際して普通株式 3,654 株を発行し、効

力発生日前日の最終のＳＢＩテクノロジーの株主名簿に記載又は記録された株主（トレイダー

ズフィナンシャルシステムズを除く）に対して、その保有するＳＢＩテクノロジーの株式１株

につき、トレイダーズフィナンシャルシステムズの株式を 0.01218 株の割合をもって割当交付

します。 

なお、割当てに際して１株に満たない端数が生じた場合は、当該端数に相当する価額を交付

致します。 

 

３．合併当事会社の概要（平成 18 年３月 31 日現在） 

 
トレイダーズ 

フィナンシャルシステムズ 
ＳＢＩテクノロジー 

事業内容 

 

金融取引システムの開発、販売及び

保守業務 

金融関連ＩＴソリューション事業 

 

設立年月日 平成 16 年６月１日 平成 13 年８月１日 

本店所在地 東京都港区六本木１－７－27 東京都港区六本木１－６－１ 

代表者 代表取締役 小林 晃 代表取締役 前田 稔 

資本金 495 百万円 159 百万円 

発行済株式総数 9,900 株 316,000 株 

株主資本 568 百万円 216 百万円 

総資産 1,416 百万円 378 百万円 

決算期 毎年３月 31 日 毎年３月 31 日 

従業員数 30 名 ９名 

主要取引先 トレイダーズ証券㈱ イー・トレード証券㈱ 

主要取引銀行 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 ㈱みずほコーポレート銀行 



大株主 

持株比率 

 

 

トレイダーズ証券㈱ 58.44％

ＳＢＩホールディングス㈱ 20.00％

トレードウィン㈱ 11.00％

ＳＢＩテクノロジー㈱ 5.00％

ひまわりホールディングス㈱ 4.55％

ＳＢＩホールディングス㈱ 94.94％

ﾄﾚｲﾀﾞｰｽﾞﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 5.06％

 

 

 

関係内容 

 

 

 

 

 

資本関係：ＳＢＩテクノロジーは、単体で 5.00％、親会社であるＳＢＩホ

ールディングスと合算して 25.00％のトレイダーズフィナンシャ

ルシステムズ株式を保有しております。また、トレイダーズフィ

ナンシャルシステムズは、ＳＢＩテクノロジー株式を 5.06％保

有しております。 

人的関係：該当ありません。 

取引関係：トレイダーズフィナンシャルシステムズは、ＳＢＩテクノロジー

からホーム・トレーディング・システム（ＨＴＳ）開発のコンサ

ルティングを受けております。 

 

トレイダーズフィナンシャルシステムズの最近三決算期間の業績 

 16 年３月期 17 年３月期 18 年３月期 

売上高 565 百万円 1,714 百万円

営業利益（営業損失） ▲19 百万円 161 百万円

経常利益（経常損失） ▲19 百万円 155 百万円

当期純利益（当期損失） ▲13 百万円 86 百万円

１株当たり当期純利益 該当なし 9,585.14 円

１株当たり配当金 該当なし 該当なし

１株当たり株主資本 

該当なし 

（設立前） 

46,734.27 円 57,435.91 円

 

ＳＢＩテクノロジーの最近三決算期間の業績 

 16 年３月期 17 年３月期 18 年３月期 

売上高 368 百万円 574 百万円 569 百万円

営業利益 34 百万円 25 百万円 37 百万円

経常利益 33 百万円 25 百万円 35 百万円

当期純利益 15 百万円 16 百万円 21 百万円

１株当たり当期純利益 42.19 円 53.57 円 70.81 円

１株当たり配当金 該当なし 該当なし 該当なし

１株当たり株主資本 529.53 円 583.11 円 684.28 円

 

４．合併後の状況 

商   号：トレイダーズＳＢＩソリューションズ株式会社 

（英文名：SBI Traders Solutions Co., Ltd.） 

事 業 内 容：金融ＩＴソリューション事業 

本店所在地：東京都港区六本木一丁目７番 27 号 

代 表 者：代表取締役ＣＥＯ 尾関 高 

代表取締役ＣＯＯ 前田 稔 



資 本 金：金 495 百万円 

総 資 産：約 2,000 百万円 

決 算 期：毎年３月 31 日 

 

５．今後の見通し 

当社は現在、トレイダーズフィナンシャルシステムズの株式を議決権比率で 58.44％保有

しておりますが、本合併に伴って新株式が発行されると、議決権比率が 44.30％に低下し、

同社は当社の連結子会社から持分法の適用会社に変更となります。 

また、本合併が業績に与える影響につきましては現段階では予測が困難でありますが、今

後開発リソースの共有に関して十分なシナジー効果が発揮され、より高品質、高機能な金融

取引システムの開発その他の金融ＩＴソリューションの提供が可能となった場合、当社の経

営及び業績に好影響を与える可能性があります。 

以 上 

 

（ご参考） 

＜トレイダーズ証券株式会社の概要＞ 

商  号：トレイダーズ証券株式会社 

本  店：東京都港区六本木１－６－１ 

代 表 者：代表取締役 金丸 勲 

事業内容：証券取引事業、外国為替取引事業 

資 本 金：2,803 百万円 

設 立 日：平成 11 年 11 月５日 

 

＜ＳＢＩホールディングス株式会社の概要＞ 

商  号：ＳＢＩホールディングス株式会社 

本  店：東京都港区六本木１－６－１ 

代 表 者：代表取締役 北尾 吉孝 

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括及び運営等 

資 本 金：54,229 百万円 

設 立 日：平成 11 年７月８日 

 


