
 

平成 18 年６月 12 日 

各 位 

会 社 名 トレイダーズ証券株式会社 

代表者名 代表取締役社長 金丸 勲 

（コード 8704 大証ヘラクレス S） 

問合せ先 常務取締役 CFO 新妻 正幸 

（TEL 03-5114-0333（代表）） 

 

 

（変更）「平成 18 年３月期 決算短信（連結）」及び「平成 18 年３月期個別財

務諸表の概要」の一部変更について 

 

平成 18 年４月 28 日付で開示した「平成 18 年３月期 決算短信（連結）」及び「平成 18

年３月期個別財務諸表」（以下「決算短信等」と言います。）の記載内容に一部変更があり

ましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

１．変更理由 

決算短信等にて開示した当初の利益処分案が、同案を当社第７回定時株主総会に上

程する過程で変更されたことによります。役員賞与を減額変更したことに伴い、１株

当たり当期純利益金額等が増加致しました。 

 

２．変更内容 

別紙のとおりです。（訂正箇所は下線にて表示） 

 

以 上 

 



（別紙） 

 

【変更前】 

 

１. 平成 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年４月 1日～平成 18 年３月 31 日） 

(1) 連結経営成績                         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
当期純利益 

１株当たり当期
純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

株主資本当期純
利益率 

総資本経常利益
率 

売上高経常利益
率 

 百万円   ％  円  銭  円  銭 ％ ％ ％

18 年３月期 481  244.0 2,015 83 1,986 60 11.7 2.4 13.9

17 年３月期 140 △40.4 4,937 99 －  － 5.9 1.7 10.6

 

(2) 連結財政状態                         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％  円    銭

18 年３月期 38,785 5,783 14.9 24,248     31

17 年３月期 23,283 2,442 10.5 86,066     90

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月 １日 

   至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
   至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額                  86,066.91 円 

１株当たり当期純利益金額              4,937.99 円 

 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、ストックオプション制度導入に伴う新株予約権の残高はありま

すが、当社株式は非上場のため記載しておりません。 

１株当たり純資産額                   24,248.31 円 

１株当たり当期純利益金額               2,015.83 円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額                     1,986.60 円 

 当社は、平成 17 年７月 20 日付けで株式１株につき２株、平成

18 年３月１日付けで株式１株につき３株の株式分割を行っており

ます。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報については、下記のとおり

となります。 

 １株当たり純資産額                 14,344.49 円 

 １株当たり当期純利益金額              823.00 円 

 



 

 
前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月 １日 
   至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
   至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 235,934 481,927

普通株主に帰属しない金額（千円） － 40,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （40,000）

普通株主に係る当期純利益（千円） 235,934 441,927

普通株式の期中平均株式数（株） 28,375 219,229

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数（株） － 3,225

（うち新株予約権） （－） （3,225）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 平成 13 年３月 27 日臨時株主総会決

議に基づく新株予約権 100 株。 

 平成 16 年６月 25 日定時株主総会決

議に基づく新株予約権数 600 株。 

なお、その概要は「第４ 提出会社の状

況 １．株式等の状況(2)新株予約権等

の状況」に記載のとおりであります。 

― 

 

１. 平成 18 年 3 月期の業績（平成 17 年４月 1日～平成 18 年３月 31 日） 

(1) 経営成績                         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
当期純利益 

１株当たり当期
純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

株主資本当期純
利益率 

総資本経常利益
率 

売上高経常利益
率 

 百万円    ％  円  銭  円  銭 ％ ％ ％

18 年３月期 441   87.2 1,832 47 1,805 90 10.5 2.1 14.2

17 年３月期 235  △0.3 8,314 85 －  － 9.7 2.3 14.9

 

(3) 財政状態                         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％  円    銭

18 年３月期 37,652 5,861 15.6 24,578     24

17 年３月期 23,014 2,560 11.1 90,237     52

 

（3）利益処分案 

  前事業年度 
(株主総会承認日 
平成 17 年６月 24 日) 

当事業年度 
（株主総会承認日 
平成 18 年６月 27 日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ当期未処分利益   302,898  744,629

Ⅱ利益処分額      

１．配当金  － 94,738 

２．役員賞与金  － － 40,000 134,738

Ⅲ次期繰越利益   302,898  609,890

 



 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成 16 年４月 １日 

   至 平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
   至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額                  90,237.52 円 

１株当たり当期純利益金額              8,314.85 円 

 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額については、ス

トックオプション制度導入に伴う新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため記載

しておりません。 

１株当たり純資産額                 24,578.24 円 

１株当たり当期純利益金額              1,832.47 円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額                    1,805.90 円 

 当社は、平成 17 年７月 20 日付けで株式１株につき２株、平成

18 年３月１日付けで株式１株につき３株の株式分割を行っており

ます。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報については、下記のとおりとなり

ます。 

 １株当たり純資産額                 15,039.59 円 

 １株当たり当期純利益金額              1,385.81 円 

 

 前事業年度 
（自 平成 16 年４月 １日 

       至 平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 17 年４月 １日 

        至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 235,934 441,730

普通株主に帰属しない金額（千円） － 40,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （40,000）

普通株主に係る当期純利益（千円） 235,934 401,730

普通株式の期中平均株式数（株） 28,375 219,229

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 3,225

（うち新株予約権） （－） （3,225）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 平成 13 年３月 27 日臨時株主総会決

議に基づく新株予約権 100 株。 

 平成 16 年６月 25 日定時株主総会決

議に基づく新株予約権数 600 株。 

なお、その概要は「第４ 提出会社の状

況 １．株式等の状況(2)新株予約権等

の状況」に記載のとおりであります。 

― 

 

 

 

 



【変更後】 

 

１. 平成 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年４月 1日～平成 18 年３月 31 日） 

(1) 連結経営成績                         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
当期純利益 

１株当たり当期
純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

株主資本当期純
利益率 

総資本経常利益
率 

売上高経常利益
率 

 百万円   ％  円  銭  円  銭 ％ ％ ％

18 年３月期 481  244.0 2,061 44 2,031 56 11.7 2.4 13.9

17 年３月期 140 △40.4 4,937 99 －  － 5.9 1.7 10.6

 

(2) 連結財政状態                         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％  円    銭

18 年３月期 38,785 5,783 14.9 24,290     53

17 年３月期 23,283 2,442 10.5 86,066     90

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月 １日 

   至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
   至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額                 86,066.91 円 

１株当たり当期純利益額               4,937.99 円 

 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額については、ス

トックオプション制度導入に伴う新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場のため記載しておりません。 

１株当たり純資産額                 24,290.53 円 

１株当たり当期純利益金額              2,061.44 円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額                    2,031.56 円 

 当社は、平成 17 年７月 20 日付けで株式１株につき２株、平成

18 年３月１日付けで株式１株につき３株の株式分割を行っており

ます。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報については、下記のとおり

となります。 

 １株当たり純資産額                14,344.49 円 

 １株当たり当期純利益金額              823.00 円 

 



 

 前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月 １日 

      至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 

       至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 235,934 481,927

普通株主に帰属しない金額（千円） － 30,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （30,000）

普通株主に係る当期純利益（千円） 235,934 451,927

普通株式の期中平均株式数（株） 28,375 219,229

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 3,225

（うち新株予約権） （－） （3,225）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 平成 13 年３月 27 日臨時株主総会決

議に基づく新株予約権 100 株。 

 平成 16 年６月 25 日定時株主総会決

議に基づく新株予約権数 600 株。 

なお、その概要は「第４ 提出会社の状

況 １．株式等の状況(2)新株予約権等

の状況」に記載のとおりであります。 

― 

 

１. 平成 18 年 3 月期の業績（平成 17 年４月 1日～平成 18 年３月 31 日） 

(1) 経営成績                         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
当期純利益 

１株当たり当期
純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

株主資本当期純
利益率 

総資本経常利益
率 

売上高経常利益
率 

 百万円    ％  円  銭  円  銭 ％ ％ ％

18 年３月期 441   87.2 1,878 08 1,850 86 10.5 2.1 14.2

17 年３月期 235  △0.3 8,314 85 －  － 9.7 2.3 14.9

 

(3) 財政状態                         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％  円    銭

18 年３月期 37,652 5,861 15.6 24,620     46

17 年３月期 23,014 2,560 11.1 90,237     52

 

７．個別財務諸表等 

（3）利益処分案 

  前事業年度 
(株主総会承認日 
平成 17 年６月 24 日) 

当事業年度 
（株主総会承認日 
平成 18 年６月 27 日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ当期未処分利益   302,898  744,629

Ⅱ利益処分額      

１．配当金  － 94,738 

２．役員賞与金  － － 30,000 124,738

Ⅲ次期繰越利益   302,898  619,890



 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成 16 年４月 １日 

   至 平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
   至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額                  90,237.52 円 

１株当たり当期純利益金額              8,314.85 円 

 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額については、ス

トックオプション制度導入に伴う新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため記載

しておりません。 

１株当たり純資産額                  24,620.46 円 

１株当たり当期純利益金額               1,878.08 円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額                     1,850.86 円 

 当社は、平成 17 年７月 20 日付けで株式１株につき２株、平成

18 年３月１日付けで株式１株につき３株の株式分割を行っており

ます。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報については、下記のとおりとなり

ます。 

 １株当たり純資産額                  15,039.59 円 

 １株当たり当期純利益金額              1,385.81 円 

 

 前事業年度 
（自 平成 16 年４月 １日 

       至 平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 17 年４月 １日 

        至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 235,934 441,730

普通株主に帰属しない金額（千円） － 30,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （30,000）

普通株主に係る当期純利益（千円） 235,934 411,730

普通株式の期中平均株式数（株） 28,375 219,229

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 3,225

（うち新株予約権） （－） （3,225）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 平成 13 年３月 27 日臨時株主総会決

議に基づく新株予約権 100 株。 

 平成 16 年６月 25 日定時株主総会決

議に基づく新株予約権数 600 株。 

なお、その概要は「第４ 提出会社の状

況 １．株式等の状況(2)新株予約権等

の状況」に記載のとおりであります。 

― 

 


