
 

 
平成 25 年２月 12 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 勲 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 8704） 

問合せ先  取締役 新妻 正幸 

（TEL  03-4330-4700（代表）） 

 

 

子会社の新設分割に関するお知らせ 

 

当社及び当社子会社であるトレイダーズフィナンシャル株式会社（以下「分割会社」という。）は、

平成 25 年２月 12 日開催の各取締役会において平成 25 年４月１日を効力発生日として、分割会社の営

む事業の一部を会社分割（新設分割）し、その事業を新設するトレイダーズフィナンシャルテクノロ

ジー株式会社（以下「新設分割設立会社」という。）に承継するとともに、当社の 100％子会社とする

ことを決定しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

１．会社分割の目的 

分割会社は、投資助言に関する事業として『システムトレード．com』の運営、外国為替証拠金

取引・外国為替オプション取引の自動売買ソフトウエアの評価及び受託販売、アフィリエイトプ

ログラムによる広告代理業などの事業を行う一方、昨年より、新たに金融システムの開発・導入

及びシステムコンサルティング事業を主要業務とする体制を整え、当社グループのシステム戦略

の中核を担う企業として事業展開を進めております。 

今般、投資助言・代理業者である分割会社から、システム関連事業を分割し、より事業領域を特

化した形で相互に連携することで、両事業を今後更に拡大していくための組織及び体制を構築致

します。 

 

２．会社分割の要旨 

(１) 分割の日程 

分割計画書承認取締役会  平成 25 年２月 12 日 

分割計画書承認株主総会  平成 25 年３月 12 日（予定） 

効力発生日    平成 25 年４月 １日（予定） 

新会社の設立登記   平成 25 年４月 １日（予定） 

(２) 分割方式 

トレイダーズフィナンシャル株式会社を分割会社とし、トレイダーズフィナンシャルテクノ

ロジー株式会社を新設分割設立会社とする、新設分割であります。 

(３) 株式の割当 

新設分割設立会社が本件分割に際して発行する株式は 1,400 株であり、全ての株式を分割会

社に割当交付しますが、分割会社はこれと同時に、新設分割設立会社から割当交付された株

式の全てを剰余金の配当として、分割会社の 100％親会社である当社へ交付します。 



 

(４) 分割交付金 

分割交付金の支払いはありません。 

(５) 分割により減少する資本金等 

本件分割による、当社の資本金等の変動はありません。 

(６) 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 

分割会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。 

(７) 新設分割設立会社が承継する権利義務 

新設分割設立会社は、分割の効力発生日に分割会社が分割する事業に関する資産及び負債、

契約上の地位等の権利義務を承継します。 

(８) 債務履行の見込み 

本会社分割後における分割会社及び新設分割設立会社ともに、債務の履行の見込みがあるも

のと判断しております。 

 

３．分割当事会社の概要 

(１) 商号 

トレイダーズフィナンシャル 
株式会社 

（分割会社）(注 1) 

トレイダーズフィナンシャル 
テクノロジー株式会社 

（新設分割設立会社） 

(２) 事業内容 

・金融商品取引法に規定する投資
助言・代理業 

・金融商品に係わるトレード用ソ
フトウェアの評価 

・金融商品取引業者用自動売買ソ
フトの認証 

・金融に関するシステムの開発、
販売、賃貸及び運用保守業務

・システム導入に関するコンサ
ルティング 

・情報処理サービス業及び情報
提供サービス 

(３) 設立年月日 平成 21 年 10 月 16 日 平成 25 年４月１日（予定） 

(４) 本店所在地 東京都港区浜松町 1-10-14 東京都港区浜松町 1-10-14 

(５) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川上 真人 未定 

(６) 資本金 60 百万円 30 百万円 （予定） 

(７) 発行済株式数 2,300 株 1,400 株  （予定） 

(８) 純資産 46 百万円 70 百万円  （予定） 

(９) 総資産 77 百万円 101 百万円 （予定） 

(10) 決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(11) 役職員数 ４人 未定 

(12) 大株主及び持株比率 
トレイダーズホールディングス
株式会社 100％ 

トレイダーズホールディングス
株式会社 100％（予定） 

資本 
関係 

当社は当該会社の株式の100％を

保有しております。 

当社は当該会社の株式の 100％

を保有する予定です。 

人的 
関係 

当社代表取締役が当該会社の取

締役を兼務しております。また、

当社取締役１名が当該会社の取

締役を兼務しております。また、

当社監査役1名が当該会社の監査

役を兼務しております。 

当社代表取締役が当該会社の取

締役を兼務する予定です。また、

当社取締役１名が当該会社の取

締役を兼務する予定です。また、

当社監査役 1 名が当該会社の監

査役を兼務する予定です。 

(13) 上場会社と当

該会社の関係

等当事者間の

関係等 

取引 
関係 

当社は、当該会社に対し貸付金

3,050 万円を有しております。当

社は、当該会社にシステム関連業

務を委託（月額 42 万円）してお

ります。 

－ 

(注 1) 分割会社の概要は、平成 24 年 12 月 31 日現在のものであります。また、新設分割設立会社

の概要は、平成 24 年 12 月 31 日現在の実績を基準とした会社分割の効力発生日（平成 25

年４月１日）時点での見込みであります。 



 

(14) 分割会社の 近３年間の経営成績及び財政状態 

決 算 期 
平成 22 年 3 月期 

（注 2） 
平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 

純 資 産 10,436 千円 8,583 千円 △10,088 千円

総 資 産 11,392 千円 12,708 千円 16,973 千円

１株当たり純資産 34,787 円 12,263 円 △14,412 円

売 上 高 24 千円 9,351 千円 15,311 千円

営業利益 △4,487 千円 △21,633 千円 △17,673 千円

経常利益 △4,488 千円 △21,672 千円 △17,669 千円

当期純利益 △4,563 千円 △21,852 千円 △18,672 千円

１株当たり当期純利益 △15,213 円 △72,574 円 △26,675 円

１株当たり配当金 －円 －円 －円

(注 2) 平成 22 年３月期は、設立日平成 21 年 10 月 16 日から平成 22 年３月 31 日までの経営成績と

なります。 

 

４．分割会社が分割する事業の概要 

(１) 分割する部門の事業内容 

① 金融に関するシステムの開発、販売、賃貸及び運用保守業務 

② システム導入に関するコンサルティング 

③ 情報処理サービス・情報提供サービス 

④ 金融に関するシステムのコンサルティング 

⑤ その他、前各号に付随・関連する一切の業務 

(２) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 24 年 12 月 31 日現在） 

資 産 負 債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 1,827 千円 流動資産 1,827 千円

固定資産 99,358 千円 固定資産 99,358 千円

資産合計 101,185 千円 資産合計 101,185 千円

(注) 分割する資産及び負債については、上記金額に分割期日前日までの増減を加除した上で確定致

します。 

 

５．会社分割後の状況 

本会社分割後の分割会社及び新設分割設立会社の商号、本店所在地、代表者の氏名、事業内容、

資本金、決算期その他の概要については、「３.分割当事会社の概要 」をご参照下さい。 

 

６．業績に与える影響 

新設分割設立会社は当社の 100％子会社となるため、連結業績に与える影響はありません。 

 

以 上 

 


