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平成 21 年 10 月 22 日 

各 位 

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 金丸 貴行 

（証券コード 8704 大証ヘラクレス） 

問合せ先 総務部長 大浦 隆文 

（TEL 03-5114-0344（代表）） 

 

株式会社 EMCOM TRADE の株式取得（完全子会社化）および完全子会社間の会社分割に

関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社 EMCOM TRADE（以下、「EMCOM TRADE」とい

います。）の全株式を有限会社ジェイアンドアール（以下、「ジェイアンドアール」といいます。）から取得

すること、および EMCOM TRADE が営む外国為替証拠金取引事業を吸収分割により当社の完全子会

社であるトレイダーズ証券株式会社（以下、「トレイダーズ証券」といいます。）に承継させることを決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．株式取得および吸収分割の目的 

 当社グループは、外国為替取引事業におきまして、特長の異なる複数の商品ラインナップを提供する

ことで、取引やサービスに対する趣向が違う様々な投資家層に訴求する商品戦略をとってまいりました。

しかし、昨今の経済情勢の低迷によって、外国為替証拠金取引に対する個人投資家のニーズ・取引趣

向は、従来から旺盛であったスワップ重視の長期的投資スタンスによる円キャリートレード型の取引趣向

が大きく減少し、短期間でのアクティブトレードによって投資効率を 大化させる取引趣向が大きく増加

しております。   

このような状況を踏まえて、当社グループは、平成 21 年３月 31 日に株式会社 EMCOM 

CONSULTING（以下、「EMCOM CONSULTING」といいます。） と基本合意書を締結し、同社の FX 業

界において高い実績・トラックレコードを持つ高機能な取引システムをレベニューシェア型 ASP 方式で

導入することで、開発リスク、初期投資額を 小限にとどめながら、顧客ニーズに的確に応える新オンラ

イン取引システム『TRADERS FX』の取引サービス提供を、平成 21 年７月 10 日より開始しました。また同

時に、既存金融商品・サービスの見直しを行い、『NFX プロ』は平成 21 年 7 月 4 日をもって、『ネットフォ

レックス』も平成 21 年８月 28 日をもって各々取扱いを終了し、外国為替取引事業全体の経営資源の

適配分を図っております。 

今般のEMCOM TRADE完全子会社化、および同社が営む外国為替証拠金取引事業を吸収分割に

よりトレイダーズ証券に承継させることで、EMCOM TRADE が運営しております『EMCOM TRADE』を

『TRADERS FX』が包括的に承継し、２本の取引サービスが１本に統合されます。これにより、トレイダー

ズ証券は、『TRADERS FX』の営業基盤の増強（平成 21 年９月 30 日現在 『TRADERS FX』顧客口座数

6,950 口座 預り資産 1,547 百万円、『EMCOM TRADE』顧客口座数 12,695 口座 預り資産 802 百万

円）、取引量の拡大を図ることができます。さらに、両取引サービスとも EMCOM CONSULTING が提供

する取引システムを採用している関係上、 小のリスクでサービス統合に伴うお客様の取引口座移管を

行うことができるだけでなく、統合後についても大きなコストの追加なく運営することが可能であり、規模、



 2

収益両面でスケールメリットを活かすことが可能となります。 

以上により、当社は、当社グループの外国為替取引事業の収益増強、業務運営の効率化を 短期

間で実現することを目的として、EMCOM TRADE を完全子会社化し、吸収分割の方法により『EMCOM 

TRADE』を『TRADERS FX』が包括的に承継することを決定いたしました。 

  

 

Ⅱ．株式取得の概要 

１． 異動子会社の概要  

（１）商号         株式会社 EMCOM TRADE 

（２）代表者の役職・氏名  代表取締役社長 田口 仁 

（３）本店所在地      東京都港区赤坂八丁目５番 26 号赤坂 DS ビル 10 階 

（４）設立年月日      平成 17 年 10 月７日        

（５）主な事業内容     外国為替証拠金取引業  

（６）事業年度の末日    ３月 31 日   

（７）従業員数       12 名（平成 21 年９月 30 日現在） 

（８）資本金の額      5 億 71 百万円（平成 21 年９月 30 日現在） 

（９）発行済株式総数    154,584 株（平成 21 年９月 30 日現在） 

（10）大株主構成及び持株比率（平成 21 年 10 月 22 日現在） 

              有限会社ジェイアンドアール 100% 

（11） 近事業年度における業績の動向 

事業年度の末日 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年 3 月期 

売上高 188,627 千円 249,984 千円 41,866 千円

営業利益 △10,799 千円 27,293 千円 △127,943 千円

経常利益 △25,348 千円 13,024 千円 △142,434 千円

当期純利益 △26,781 千円 2,263 千円 △190,399 千円

総資産 1,945,940 千円 840,105 千円 424,798 千円

純資産 216,690 千円 218,953 千円 412,353 千円

１株当たり当期純利益 △6,301 円 43 銭 532 円 50 銭 △18,628 円 24 銭

１株当たり年間配当金 ― ― ―

１株当たり純資産 50,985 円 97 銭 51,518 円 46 銭 16,934 円 42 銭

（12）当社との関係  

  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。  

 

２． 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数    ０株（所有割合 ０%） 

（２）取得株式数     154,584 株（取得価額 514 百万円） 

※取得価額は、平成 21 年９月末における EMCOM TRADE の純資産額を参考に、子会社化

後の事業収益性等を検討の上決定いたしました。 

ただし、本件が当社と役員およびその近親者が支配する会社との利益相反取引であること

を鑑み、本件株式取得金額 514 百万円と EMCOM TRADE の平成 21 年９月 30 日現在の



 3

純資産額 260 百万円の差額 254 百万円につきまして、平成 22 年７月末日までの間に本件

によって当社グループが得られる事業利益が254百万円に達しない場合には、その不足額

を取得価額 514 百万円から減ずる（ただし、取得価額の下限は、EMCOM TRADE の直近

の第三者割当増資における１株当たり発行価格に取得株式数を乗じた額 332 百万円とす

る）旨の特約条項を定めております。このため、本件取得時における支払額は 332 百万円と

なり、上記特約事項をクリアした場合、平成 22 年７月末日に 182 百万円を支払うことになり

ます。 

（３）異動後の所有株式数  154,584 株 （所有割合 100%）     

 

３． 取得先の概要 

（１）商号         有限会社ジェイアンドアール 

（２）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 金丸 多賀 

（３）本店所在地      東京都品川区上大崎二丁目７番 26 号 

（４）設立年月日      平成３年１月 31 日        

（５）主な事業内容     不動産賃貸業  

（６）当社との関係     資本関係  該当事項はありません。     

人的関係  金丸多賀氏は、当社代表取締役社長金丸貴行氏の配偶者で 

あります。 

取引関係  本件取得時支払額 332 百万円のうち 280 百万円を同社からの
借入にて調達いたします。 

                  （借入の概要） 

                   金額    280 百万円 

                   返済期間  ３年９ヶ月（据置期間９ヶ月） 

                   金利    ７% 

                   （なお、金利につきましては、現在の経済情勢下における資金調達の 

困難性、無担保借入であることなど諸条件を総合的に検討の上決定 

いたしております。） 

 

４．日程 

 平成 21 年 10 月 22 日   取締役会決議 

              株式譲渡契約書締結 

              取得期日 

 

 

Ⅲ．会社分割の概要 

１． 会社分割の要旨 

(１)分割の日程 

  平成 21 年 10 月 22 日     業務統合方針の決定（当社、トレイダーズ証券、EMCOM TRADE） 

平成 21 年 10 月 27 日（予定） 分割契約承認取締役会（トレイダーズ証券） 

               分割契約承認株主総会（EMCOM TRADE） 

吸収分割契約書締結（当事会社間） 

平成 21 年 11 月 30 日（予定） 吸収分割予定日（効力発生日） 
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（２）吸収分割の方法 

EMCOM TRADE を分割会社とし、トレイダーズ証券を承継会社とする吸収分割です。なお、トレイ

ダーズ証券は会社法 796 条３項に定める要件を充足する見込みのため、株主総会による分割契約の

承認を得ることなく本吸収分割を行います。 

（３）吸収分割に係る株式等の割当 

   トレイダーズ証券は、吸収分割に際して、EMCOM TRADE に対して普通株式を交付しますが、分

割期日前日の資産、負債を基準に分割を行いますので、現段階で株式数は未確定です。 

（４）分割により減少する資本金の額、承継により増加する資本金の額 

  本件分割に伴う分割会社の資本金の額の変動はありませんが、承継会社であるトレイダーズ証券が、

吸収分割に際して、EMCOM TRADE に対して普通株式を交付するため資本金の額が増加します。

ただし、分割期日前日の資産、負債を基準に分割を行いますので、現段階で資本金の増加額は未

確定です。 

（５）分割会社の新株予約権および新株予約権付社債の取扱い 

  分割会社における該当事項はありません。 

（６）承継会社が承継する権利および義務 

  EMCOM TRADE の「外国為替証拠金取引事業」に係る、本会社分割の効力発生日における一切の

権利義務を承継いたします。 

（７）債務履行の見込み 

  本件分割後において、分割会社ならびに承継会社のそれぞれが負担すべき債務については、その

履行の確実性に問題がないものと判断しております。 

 

２．分割当事会社の概要 

（１）商号 株式会社 EMCOM TRADE 

（分割会社） 

トレイダーズ証券株式会社 

（承継会社） 

（２）事業内容 第一種金融商品取引業（外国

為替証拠金取引業） 

第一種及び第二種金融商品取

引業（証券取引事業、外国為替

取引事業） 

（３）設立年月日 平成 17 年 10 月７日 平成 18 年４月 12 日 

（４）本店所在地 東京都港区赤坂八丁目５番 26

号赤坂 DS ビル 10 階 

東京都港区六本木一丁目６番１

号泉ガーデンタワー34 階 

（５）代表者 代表取締役社長 田口 仁 代表取締役社長 橋本 清志 

（６）資本金の額 ５億 71 百万円 20 億円 

（７）発行済株式総数 154,584 株 20,000 株 

（８）純資産 412 百万円 3,505 百万円 

（９）総資産 424 百万円 27,396 百万円 

（10）事業年度の末日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11）従業員数 12 名 71 名 

（12）主要取引先 一般個人 一般個人 

（13）大株主および持株比率 当社 100% 当社 100% 

（14）当事会社の関係等 

   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  両社は当社の完全子会社であり、兄弟会社等に該当します。 

（注）「Ⅱ．株式取得の概要」のとおり、EMCOM TRADE は、本日付で、当社の 100%子会社となりま

す。 

（15） 近事業年度における業績の動向 
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トレイダーズ証券（承継会社） 

事業年度の末日 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年 3 月期 

売上高 2,584,283 千円 5,404,741 千円 4,566,243 千円

営業利益 361,587 千円 760,745 千円 △316,188 千円

経常利益 380,061 千円 689,112 千円 △305,847 千円

当期純利益 183,871 千円 44,047 千円 △710,006 千円

総資産 43,048,967 千円 28,232,026 千円 27,396,996 千円

純資産 4,353,624 千円 4,219,422 千円 3,505,998 千円

１株当たり当期純利益 16,922 円 45 銭 2,202 円 38 銭 △35,500 円 30 銭

１株当たり年間配当金 5,000 円 9,000 円 ―

１株当たり純資産 217,681 円 20 銭 210,971 円 13 銭 175,299 円 93 銭

EMCOM TRADE（分割会社）の経営成績につきましては、「Ⅱ．株式取得の概要 １．異動子会社 

の概要 （11） 近事業年度における業績の動向」をご参照ください。 

 

３．分割対象事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

  外国為替証拠金取引事業  

（２）分割する部門の売上高 

  分割会社の売上 100% 

（３）分割する資産、負債の項目および金額 

  分割期日前日の資産、負債を基準に分割を行いますので、現段階では未確定です。 

 （ご参考）平成 22 年３月期の営業成績等の概要 

売上高          240,247 千円 

営業利益      △368,868 千円 

経常利益      △399,307 千円 

当期純利益    △432,329 千円 

総資産 2,145,078 千円 

純資産          260,026 千円 

（注）１．営業成績は、平成 21 年４月１日から平成 21 年９月 30 日までを対象期間とし、資産は平 

成 21 年９月 30 日現在の残高を基準としています。 

       ２．上記数値は会計監査受検前の概算値であり、確定値ではありません。 

 

４．会社分割後の当事会社の状況 

（１）会社分割後の吸収分割会社の状況 

  EMCOM TRADE は、外国為替証拠金取引事業を専業としておりますので、本件後は、主たる事業

が存在しない状態となります。今後につきましては、方針が決定次第お知らせさせていただきます。 

   なお、本件により、EMCOM TRADE が運営しております『EMCOM TRADE』を、トレイダーズ証券が

包括的に承継することになりますが、『EMCOM TRADE』のお客様におかれましては従来どおりのお

取引が可能です。お取引口座の移管に関する詳細、スケジュール等につきましては、別途お知らせ

させていただきます。 

（２）会社分割後の吸収分割承継会社の状況 

 トレイダーズ証券の商号、事業内容、本店所在地、資本金、決算期に変更はありません。 
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Ⅳ．今後の見通し 

  EMCOM TRADE の完全子会社化および EMCOM TRADE が営む外国為替証拠金取引事業を吸収

分割によりトレイダーズ証券が承継することが、当社の通期連結業績に与える影響等につきましては現

在精査中でありますが、平成 22 年３月期第２四半期決算短信（平成 21 年 10 月 28 日発表予定）にて

お知らせさせていただきます。 

 

以上 


