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                 公益財団法人財務会計基準機構会員     

  

                                                           平成２４年５月１１日 

各    位 
                                会  社  名  エ ー ス 交 易 株 式 会 社                           
                                   代 表 者 名  代表取締役社長  田 中 孝 男 
                                           (ＪＡＳＤＡＱ・コード８７４９) 
                                    問い合わせ先                  常 務 取 締 役  山 﨑  勝 重 
                    電 話 番 号    ０３（３４０６）４６４９              

 

 

会社分割による持株会社制への移行に関するお知らせ 
 

当社は、平成２４年４月２７日付で、会社分割の方式により持株会社制への移行に向けエース

交易設立準備株式会社を設立する旨を公表しております。 

当社は、平成２４年５月１１日開催の取締役会におきまして、当社の100％子会社であるエース

交易設立準備株式会社に当社の商品先物取引業務及び外国為替証拠金取引業務（以下「本事業」

といいます。）を吸収分割の方法により承継させ（以下「本吸収分割」といいます。）持株会社

制へ移行することを決議し、本吸収分割に係る吸収分割契約を締結いたしましたので、以下のと

おり、お知らせいたします。 

なお、持株会社制への移行は、エース交易設立準備株式会社が商品先物取引業者の許可及び金

融商品取引業者の登録を受けること並びに平成２４年６月２８日開催予定の当社第４７回定時株

主総会において承認決議されることを条件とします。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

 平成２４年４月２７日付当社開示資料「持株会社制への移行に伴う準備会社設立のお知ら

せ」でお知らせいたしましたとおり、現在の当社グループの経営組織は、当社が事業持株会社

として関係会社を保有する形態となっており、企業グループとしての機動性、柔軟性が必ずし

も高いとはいえない状況にあります。 

 そこでグループ経営に関する意思決定と事業の執行に関する意思決定を分離、集中すること

により、迅速な意思決定の実現を図るべく、持株会社制への移行が、必要であるとの判断に至

ったものであります。 

 

２．会社分割の要旨 

（1）分割の日程 

 株主総会基準日    平成２４年３月３１日（土） 

 吸収分割決議取締役会   平成２４年５月１１日（金） 

 吸収分割契約の締結   平成２４年５月１１日（金） 

 吸収分割契約承認定時株主総会（両社） 平成２４年６月２８日（木）（予定） 

 吸収分割の予定日（効力発生日）  平成２４年７月 １日（日）（予定） 

 

（2)分割形式 

 当社を分割会社とし、当社の100％子会社であるエース交易設立準備株式会社を承継会社と

する吸収分割（物的分割）です。 
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（3）分割に係る割当ての内容 

 エース交易設立準備株式会社は、本吸収分割に際して普通株式34,000株を発行し、当社に対

してその全てを交付します。 

 

（4）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 当社は、当社の新株予約権の新株予約権者に対して、当社の新株予約権に代わるものとして

承継会社の新株予約権は交付いたしません。また、当社の新株予約権は失効することなく、そ

のまま分割会社の新株予約権として権利が続きます。なお、当社は、新株予約権付社債は発行

しておりません。 

 

（5）分割により増加する資本金等 

   分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

（6）承継会社が承継する権利義務 

 エース交易設立準備株式会社は、本吸収分割に係る吸収分割契約に別段の定めのあるものを

除き、当社の平成２４年３月３１日現在における貸借対照表を計算の基礎とし、これに本吸収

分割の効力発生日までの増減を加減した本事業に関する一切の資産、負債、契約その他の権利

義務の全てを、効力発生日において、当社から承継するものとします。 

 なお、本吸収分割により当社からエース交易設立準備株式会社に承継する債務については、

免責的債務引受の方法によるものとします。 

 

（7）債務履行の見込み 

 本吸収分割において、分割会社に残存する資産の額と承継会社に承継する資産の額は、分割

会社に残存する負債の額及び承継会社に承継する負債の額を上回っており、収益状況において

も負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予想されないことから、債務履行の見込みは十

分に確保されていると判断します。 

 

３．分割当事者の概要 

 分割会社 エース交易株式会社（注1） 

 承継会社 エース交易設立準備株式会社（注2） 

 

 

 分割会社 

平成24年3月31日現在 

承継会社 

平成24年5月7日設立時現在 

①商号 エース交易株式会社 エース交易設立準備株式会社 

②事業内容 商品先物取引業務、外国為替証拠

金取引業務及びそれに付随する業

務等 

商品先物取引業務、外国為替証

拠金取引業務及びそれに付随

する業務等 

③設立年月日 昭和46年2月12日 平成24年5月7日 

④本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目29番24号 東京都渋谷区渋谷三丁目29番

24号 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中 孝男 代表取締役社長 田中 孝男 

⑥資本金 3,245百万円 300百万円（注3）

⑦発行済株式数 20,464,052株 6,000株

⑧純資産 11,159百万円（連結） 300百万円

⑨総資産 34,029百万円（連結） 300百万円

⑩事業年度の末日 3月31日 3月31日 

⑪従業員数 246名（連結） 0名（単体） 

⑫主要取引先 個人投資家 現在営業実績はありません。 
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⑬大株主及び持株比率 

（平成24年3月31日現

在） 

榊原秀雄（12.22％） 

株式会社大津や（2.93％） 

エース交易社員持株会（2.69％）

株式会社廣済堂（2.19％） 

大庭忠夫（2.10％） 

エース交易㈱   100.0％ 

⑭主要取引銀行 株式会社りそな銀行 該当事項はありません 

資本関係 エース交易設立準備株式会社はエース交易株式会

社の100％子会社です。 

人的関係 エース交易設立準備株式会社の役員は、全員、エ

ース交易株式会社の役員を兼務するものです。 

取引関係 エース交易設立準備株式会社は、現在、事業を開

始していないため、エース交易株式会社との取引

関係はありません。 

⑮当事会社間の関係等 

関連当事者へ

の該当状況 

エース交易設立準備株式会社はエース交易株式会

社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。

  ⑯ 近3年間の業績（注4） 

 エース交易株式会社（分割会社）（連結） 単位：千円 

決算期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 

営業収益 4,350,067 4,154,672 4,144,442

営業利益 △796,122 △318,814 490,300

経常利益 △816,129 △338,890 396,253

当期純利益 △657,241 △1,327,216 251,117

1株当たり当期純利益（円） △38.77 △79.06 14.99

１株当たり配当金（円） 20.00 12.50 15.00

１株当たり純資産（円） 756.12 649.68 664.73

（注1） 平成24年7月1日付で「エース交易ホールディングス株式会社」に商号変更予定。 

（注2） 平成24年7月1日付で「エース交易株式会社」に商号変更予定。 

（注3） 本吸収分割後の資本金は未定です。 

（注4） エース交易設立準備株式会社は平成24年5月7日設立であり、本日までに終了した事

業年度はありません。 

 

４．分割する事業部門の概要 

（1）分割する部門の事業内容 

   商品先物取引業務及び外国為替証拠金取引業務他 

 

（2）分割する部門の経営成績 

                                  単位：百万円 

 分割する部門（A） 平成24年3月期実績（B） 比率（A/B） 

営業収益 3,719 3,719 100.0

営業利益 460 460 100.0

経常利益 380 420 90.4

 

（3）分割及び承継する資産、負債の項目及び金額（平成24年3月31日現在） 

                                     単位：百万円 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 19,188 流動負債 15,008
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固定負債 604固定資産 2,327

特別法上の準備金 383

合計 21,516 合計 15,996

 

５．吸収分割承継会社の状況 

 

①商号 エース交易株式会社 

②事業内容 （1）商品先物取引業務 

 (2) 外国為替証拠金取引業務 

 (3) その他金融サービス及びそれに付帯する一切の業務 

③本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目29番24号 

④代表者の役職・氏名 代表取締役社長 牧田 栄次 

⑤資本金 未定 

⑥純資産 5,520百万円 

⑦総資産 21,516百万円 

⑧事業年度の末日 3月31日 

   （注）１．⑤資本金の額は未定ですが、確定次第開示いたします。 

      ２．⑥純資産の額及び⑦総資産の額はいずれも、平成24年3月31日現在の当社の貸借

対照表その他同日現在の計算を基礎とした分割資産、負債の帳簿価格から算出

したものであり、分割する資産、負債の金額は効力発生日までの増減を加味す

るため、実際の純資産の額及び総資産の額とは異なる可能性があります。 

 

６．会社分割後の上場会社の状況 

 

①商号 エース交易ホールディングス株式会社 

②事業内容 主に、次の事業を営む会社の株式所有による当該会社の事業活動

の支配管理、並びに付帯・関連する業務。 

（1）商品先物取引業務 

 (2) 外国為替証拠金取引業務 

 (3) その他金融サービス及びそれに付帯する一切の業務 

③本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目29番24号 

④代表者の役職・氏名 代表取締役社長 牧田 栄次 

⑤資本金 3,245百万円 

⑥純資産 11,111百万円（連結） 

⑦総資産 16,677百万円（連結） 

⑧事業年度の末日 3月31日 

 

７．会計処理の概要 

   エース交易設立準備株式会社は当社の完全子会社であるため、本吸収分割は企業結合会計

基準における共通支配下の取引に該当します。なお、本吸収分割により「のれん代」は発生

しません。 

 

８．今後の見通し 

（1）分割後の連結業績見通し 

 エース交易設立準備株式会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響

は軽微です。 
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（2）分割後の単独業績見通し 

 本吸収分割後、当社の事業の大部分がエース交易設立準備株式会社に承継され、当社は

持株会社となる結果、当社の収入は子会社からの配当収入、経営指導料及び不動産賃貸料

等が中心となり、費用は持株会社としての機能にかかるものが中心となる予定です。 

 

 

以 上 

 

 


