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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月1日～平成18年９月30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。

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 2,530 27.3 2,314 20.6 35 △89.1 34 △85.5

17年９月中間期 1,988 27.6 1,919 26.7 326 64.3 239 25.2

18年３月期 5,447 4,691 852 754

中間(当期)純利益
（△損失）

１株当たり中間(当期)

純利益（△損失）

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益

 自己資本

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９月中間期 △112 － △475 56 － － △2.0 0.1 1.4

17年９月中間期 142 68.2 2,123 78 2,094 99 3.7 0.8 12.0

18年３月期 481 2,061 44 2,031 56 11.7 2.4 13.8

（注）①期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 237,495株 17年９月中間期 67,235株 18年３月期 219,229株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益（△損失）におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率でありま

す。 

(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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 37,524 5,531 14.2 22,434 71

17年９月中間期 33,515 5,221 15.6 66,133 51

18年３月期 38,785 5,783 14.9 24,290 53

 (注)　①期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 238,341株 17年９月中間期 78,950株 18年３月期       236,847株

       ②「純資産」の18年９月中間期の数値は、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」等の適用に基づき、変更後の算定方法に

　　　　 より算出しております。

       ③「１株当たり純資産」の18年９月中間期の数値は、下記の計算式により算出しております。

 　　　　　　１株当たり純資産＝（純資産ー新株予約権ー少数株主持分）/ 期末発行済株式数（連結）

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
中間期(期末)残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 1,284 358 △1,199 3,323

17年９月中間期 △1,346 △405 3,300 3,473

18年３月期 △1,413 △1,479 3,842 2,880

 
(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） １社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社
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２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 5,660 680 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　1,260円 94銭

※　１.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素

　 　  を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

 

　　　２.１株当たり予想当期純利益の算出にあたっては、平成18年３月期末における発行済株式数236,847株に加え、

平成18年６月30日における新株予約権の権利行使による増加株式数840株及び平成18年７月31日における新株予約

権の権利行使による増加株式数654株を加算した期中平均株式数237,917株により算出しております。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社及び連結子会社３社で構成されております。当社は、主にインターネット及びコールセンターを

通じて証券取引事業及び外国為替取引事業を行っております。また、連結子会社のうちトレイダーズ投資顧問㈱は投資顧

問業を行っており、トレイダーズフィナンシャルシステムズ㈱は金融システム等の開発、販売及び保守業務を行っており

ます。当社と連結子会社との系統図は下記のとおりであります。

　なお、これら以外に、当社には連結対象ではない子会社㈱インベストがあり、同社は今後、証券仲介業を展開していく

予定です。
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 （参考）

　平成18年10月１日付、当社は、新たに設立した子会社「トレイダーズ証券分割準備㈱」に対して、会社分割（当社を分

割会社、当該子会社を承継会社とする吸収分割）により従来営んでいた証券取引事業及び外国為替取引事業を包括的に承

継させました。また、これと同時に、当社は「トレイダーズ証券㈱」から「トレイダーズホールディングス㈱」に、当該

子会社は「トレイダーズ証券分割準備㈱」から「トレイダーズ証券㈱」にそれぞれ商号を変更し、同日をもって持株会社

制へ移行致しました。

　したがって、同日以降の当社グループ体制は、トレイダーズホールディングス㈱（当社）を純粋持株会社とし、それに

子会社であるトレイダーズ証券㈱、トレイダーズ投資顧問㈱、トレイダーズフィナンシャルシステムズ㈱及び㈱インベス

トの四事業会社が連なる持株会社制となっております。なお、事業会社のうち、連結対象は前三者であり、後一者は連結

対象ではありません。
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社は、日経225先物・オプション取引および外国為替証拠金取引などの金融商品の取引を主軸とした事業を行っ

ております。常に最先端の取引システムを導入し、お客様の利便性を高めることで、業界のリーディング・カンパ

ニーを目指しております。当社は、お客様の様々な声を真摯に受け止め、迅速に対応できる経営体制の確立に努め

て参ります。

　なお、当社は、平成18年10月１日、トレイダーズホールディングス株式会社に商号を変更し、持株会社制へ移行

いたしました。今後は、純粋持株会社としてグループ全体の戦略的な経営管理を行って参ります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、経営基盤の強化と事業拡大に向けた内部留保の充実を勘案しつつ、株主に対する利益還元として、連結

純利益に対する配当性向20％以上の達成を目標としております。

 

３．投資単位の引き下げに関する考え方

　当社は、平成17年４月の株式公開以降、２回にわたり株式分割を行って参りました。今後も、投資家層の拡大と

当社株式の流動性を高めるために、投資単位の引き下げなどを含め、投資環境の整備について検討していく予定で

す。

 

　４．重視する経営指標

　当社は、株主資本の効率性を示す株主資本利益率 (ROE)を重視し、ROEの最大化を図ることで株主価値の向上を

目指します。

 

　５．中長期経営戦略

　　当社グループは、サービスの質をさらに高め、お客様から一層信頼される「トレイダーズ」ブランドを確立し、

お客様と共に成長する企業を目指します。

  なお、当社グループの中核を担う証券取引事業と外国為替取引事業においては以下のように考えております。 

 （ターゲット）

　これまでは、金融知識と投資経験が豊富な富裕者層にターゲットを絞っておりました。今後は個人をはじめと

する投資家層の裾野が急激に拡大している環境を踏まえ、資産運用ニーズのある投資家を幅広く取り込んで参り

ます。

 （サービス）

　業界における競争が激化する中、競合他社と同等なサービスや商品ラインナップだけでは、当社グループの独

自色は出せず、競争に打ち勝つことはできません。従って、今後においては当社の特長を活かしたユニークなサー

ビス、商品等を積極的に提供していくことにより、他社との差別化を明確にし、競争優位性を図るべく努力して

参ります。

 （アプローチ）

　最近における法制度等の改正に伴い、顧客拡大のためのアプローチは大きく変わりました。従来以上に、戦略

的・包括的なマーケティングの推進が事業拡大のためのキーポイントになっています。当社グループでは、上場

企業である優位性を最大限に活用するとともに、お客様のニーズを的確に理解しながら経営を行って参ります。

 

６．今後の取り組み

　当社グループでは、競合他社との競争が益々激しくなっていく環境を踏まえ、日経225先物・オプション取引並び

に外国為替証拠金取引のさらなる顧客層の拡大と収益構造の改善を図ります。また法令を遵守する内部管理体制を

強化して参ります。

 

(1) オンライン取引システムの顧客利便性の向上について

  本年度下半期において、証券および為替取引でのユーザビリティを向上させることを目途とした「リッチクラ

イアント・システム」のリリースを予定しております。当システムの特徴としては、お客様が同一のシステム上

において、証券デリバティブ取引と外国為替証拠金取引の両方の取引が可能となり、ご自身による口座管理機能

も向上します。また、多彩な分析機能を有していること、トランザクションの高速処理が実現することなどが挙

げられます。

  なお、当上半期の外国為替取引システムのリプレイスにより生じた一部の不具合につきましては、すでに修復

を終え、現在では安定的に稼動しております。今後も引き続き、顧客の利便性の向上を目指して参ります。
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(2) 収益源の多様化

(最適なビジネスドメインの取捨選択)

　持株会社制としたことにより、新規事業の立ち上げや海外市場へのアプローチを含むビジネスドメインの取捨

選択が従来以上にスピーディに行うことができるようになりました。当社グループでは、これに伴う収益拡大の

機会を最大限に活用して参ります。 

 　（株式の現物・信用取引の活性化）　

　お客様の利便性の向上を実現するため、オンラインによる株式の現物・信用取引のシステム整備に着手してお

り、来期からの運用開始を目指して参ります。

    (証券仲介業者について)　

　証券仲介業制度が解禁されて以降、当社グループでは、平成18年９月末現在で13社の証券仲介業者が登録を行っ

ております。今後も当社の独自性を発揮していくため、販路拡充と収益力の強化を図って参ります。（証券仲介

業制度…平成16年４月施行の証券取引法の改正に基づく、金融機関以外の法人・個人が証券会社等から委託を受

け、有価証券売買の仲介等を行う制度）

 

 (3)ブランディングの強化について

　マーケティング活動の一環として、お客様からの認知度を向上させていくことが、当社グループの収益拡大に直

結していくものと確信しております。従いまして、当社グループのブランディングをより一層強化していくための

方策を積極的に実施して参ります。

 

(4)コンプライアンス体制の強化について

　当社グループでは、証券取引法、金融先物取引法及びその他の法令諸規則を厳格に遵守した経営を行っており

ます。今後も、各部門における業務分掌と職務権限の明確化、相互牽制機能を有効に発揮し得る組織の構築、当

社理念を反映した適正なルール体系の確立と運用、自己資本規制比率を用いた計数的なリスク管理、役職員の遵

法意識を向上させる研修の実施、これらをモニタリングする定期的な内部監査その他により、コンプライアンス

の徹底に努めて参ります。

 

  ７．関連当事者との関係に関する基本方針

　　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

 １. 経営成績

　当中間連結会計期間の日本経済は、企業による設備投資の拡大とともに雇用情勢並びに個人消費に改善が見られ、デフ

レからの脱却が間近に迫っていることを印象付けました。７月には、日本銀行がゼロ金利の解除を決定、約６年ぶりの利

上げに踏み切ったことは大きなニュースとなりました。

　株式市場は、期初こそ、中東情勢の緊迫化など地政学的リスクから上値の重い展開となりましたが、７月中旬以降は米

国株式が上昇したことにつられ底固く推移しました。原油価格が今夏、大幅に下落したことに伴い米国のインフレ懸念は

後退、米経済の軟着陸に対する期待が高まったことが米国株式を押し上げました。（NYダウ工業株30種は史上最高値に迫

る勢いで上昇。）こうした状況下、７月中旬に１万4,500円まで下げていた日経平均株価は、９月には一時１万6,500円目

前まで反発を見せる展開となりました。為替相場が円安に振れていたことや、安倍政権が発足したことでそれまでの小泉

構造改革路線が踏襲されるとの見方が広がったことも市場に買い安心感を与えたようです。

  一方、外国為替市場では、各国の金利格差を背景に円の弱い地合いが継続しました。ゼロ金利解除を実施するも追加利

上げの見通しがたたない日本、住宅市場の冷え込みとインフレ圧力の鈍化を受けて２年２ヶ月ぶりに利上げを休止した米

国、好調なファンダメンタルズを背景に追加利上げへの期待が高まる欧州――このような状況の下、最も金利の低い日本

円が売られました。投機筋の売買動向を映すとされるIMM通貨先物ポジションでは、円のショート（売り）・ポジションが

９月中旬に過去最大に膨れ上がっており、円キャリートレード（低金利通貨である円を調達して高金利通貨に投資する）

の動きが活発化していたことを裏付けています。当期におけるドル円相場は114円～118円の円安・ドル高水準でもみ合い、

ユーロ円相場は一時150円台に乗せ、史上最高値を更新しました。また、円以外では、金やプラチナ価格の下落を受けた南

アフリカランドの大幅下落が目立ちました。

　このような経済状況の中、当中間連結会計期間において当社は、４月より外国為替証拠金取引における「オンライン口

座開設のサービス」を開始したことにより口座開設手続きの簡素化と取引開始までの日数を短縮することができ、また、

６月からは「ＵＯＢインディアン・エクイティ・ファンド」の販売を開始、７月には「日経225mini」の取扱いを開始し、

顧客に提供する商品を充実させて参りました。９月には、日経225先物・オプション取引システムのネットインデックスに

おいて「オンデマンド出金サービス」(２月にオンデマンド入金サービス開始)を開始し、顧客の利便性の向上に努めて参

りました。

　しかし、７月にリプレイスを行いましたオンライン外国為替取引システムにおいて発生した各種トラブルの影響により、

顧客資産の流出と取引注文数の減少が生じた結果、７月から９月にかけて外国為替取引事業における収益性の低下が生じ

ました。

　また、金融システム事業を行う子会社トレイダーズフィナンシャルシステムズ株式会社で行っていた証券取引システム

の開発において、開発継続が困難な状況および将来の採算性が見込めない等の理由からシステム開発の中止を選択したこ

とにより、製作途中のソフトウェア資産に減損損失を認識いたしました。

　このような結果、当中間連結会計期間の営業収益は、受入手数料は1,019,200千円（対前年同期比161.4％）、トレーディ

ング損益は1,197,252千円（対前年同期比103.2％）、システム販売等収入は313,870千円（対前年同期比159.9％）とそれ

ぞれ増収となり、営業収益全体で2,530,322千円（対前年同期比127.3％）を計上しました。営業費用におきましては、事

業基盤強化のための人材採用、歩合外務員等に対する歩合報酬の増加、証券取引事業における取扱高の増加に比例する取

扱手数料・取引所会費等の変動費により販売費及び一般管理費が2,279,515千円（前年同期比143.1％）となりました。営

業外損益におきましては、保有する投資有価証券からの配当金収入等により営業外収益は11,781千円となり、金融機関か

らの借入金利息等により営業外費用は12,583千円を計上し、経常利益は34,671千円となりました。特別損益におきまして

は、前期より保有していた投資有価証券の売却益等により特別利益を197,749千円計上しましたが、システム開発中止に伴

うソフトウェア資産の減損損失等により特別損失を332,367千円計上した結果、中間純損失は112,944千円となりました。

 

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

 (1) 証券取引事業

　当事業部門におきましては、新規顧客数の増加及びそれに伴う預り証拠金の増加により、当中間連結会計期間にお

いて顧客口座数は8,345口座（対前年同期比166.1％）、顧客預り資産は22,745,252千円（対前年同期比171.8％）とな

りましたが、手数料競争の激化による委託手数料率の低下と取引量の増加に伴う変動費の増加により、営業収益は

1,037,371千円（対前年同期比161.4％、うち、受取手数料1,019,200千円、トレーディング損益△9,183千円、金融収益

27,354千円）、営業損失は87,484千円となりました。

 

 (2) 外国為替取引事業
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　当事業部門におきましては、当中間連結会計期間における顧客口座数は10,124口座（対前年同期比180.6％）と増加

したものの、新システムへのリプレイス時の不具合の影響により顧客預り資産は16,006,155千円（対前年同期比

101.1％）となり、また取引注文数が減少した結果、営業収益は1,206,435千円（対前年同期比104.1％）、営業利益は

758,540千円（対前年同期比103.2％）となりました。

 

 (3) システム販売等事業

　当事業部門におきましては、システム販売事業における子会社トレイダーズフィナンシャルシステムズの開発体制の

見直しと外部販売の縮小を行ったため、当中間連結会計期間に見込んでおりました売上のキャンセル等により外部売上

高が減少し、また投資顧問事業においては投資一任取引業務による運用報酬を計上した結果、営業収益は563,287千円

（対前年同期比100.3％、うち、内部営業収益276,772千円）、営業損失は111,520千円となりました。

 

 ２. 財政状態 

     キャッシュ・フローの状況

　　 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

において1,284,371千円の資金流入、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて358,561千円の資金流入となりました

が、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて1,199,644千円の資金流出となった結果、前連結会計年度末に比べて

443,670千円増加し、3,323,686千円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 

 (1) 営業活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における営業活動による資金は1,284,371千円の増加（前中間連結会計期間は1,346,112千円の

減少）となりました。これは、主に当中間連結会計期間において外国為替取引における顧客資産の分別信託を一部変

更し、カウンターパーティー先金融機関に拠出する差入証拠金等を顧客資産から控除した金額を顧客分別金としたた

め、顧客からの預り金の増加額570,214千円および受入証拠金の増加額1,948,421千円に対して、顧客分別金の増加額

が655,060千円に留まったこと、また納税支出307,342千円およびその他の流動負債が281,794千円減少したことによ

るものであります。

 

 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

  　 　当中間連結会計期間における投資活動による資金は358,561千円の増加（前中間連結会計期間は405,846千円の減

　　 少）となりました。これは主にソフトウエア等の取得による設備投資支出239,853千円や業務提携先の株式の取得

　　 による支出143,588千円があったものの、投資有価証券の売却による収入746,131千円があったことによるものであ

     ります。

 

 (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　 当中間連結会計期間における財務活動による資金は1,199,644千円の減少（前中間連結会計期間は3,300,117千円の

増加）となりました。これは、主に銀行等の金融機関に対し、短期借入金の返済による支出1,040,000千円及び長期

借入金の返済による支出55,600千円があったことによるものであります。
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４. 事業等のリスク

１．経営環境について

(1) 外国為替証拠金取引業界の動きについて

　不適格業者の一掃を目的の一つとして改正された金融先物取引法の施行から１年強、厳格な行政処分等による淘汰

再編を経て、外国為替証拠金取引業界は確実に健全性を増しつつ、市場規模を拡大しています。改正法の施行直後こ

そ、不適格業者の法令違反が顕在化することによって顧客心理を冷え込ませ、当業界を一時的に縮小させるのではな

いかと懸念されましたが、そのような悪影響は見られず、外国為替証拠金取引を取り巻く環境は急速にその姿を変え

ています。

　外国為替証拠金取引は、その効率性の良さから投資家の投資媒体として広く注目を集め、いまや商品ラインナップ

として欠かせないと言えるほどにその存在意義を高めました。しかし、これは同時に同業者間の競争を激化させます。

当社は、いち早く外国為替証拠金取引の取扱いを始めたパイオニア企業として、当業界における地位を高めるべく最

善の努力を行いますが、取引コストの無料化や有利なスプレッド、取引単位の縮小、高いサービスレベル、高度で安

定した取引システム等を武器に自社の差別化を図ろうとする同業他社との競争は、今後もいっそう厳しくなることが

容易に想定されます。

　当社は、ブランディングを継続して認知度の向上を図るとともに、それに相応しいサービスレベルを構築・維持し、

最良の取引環境を提供することで投資家に選択されることに努めますが、仮に競合他社に比して投資家に訴求できる

特徴を維持できず差別化要因を持てない場合、並びに競合他社に比べた顧客利便性の低下によって顧客のニーズを満

たすサービスレベルを維持できない場合等には、集客力の低下その他によって当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(2) 東京金融先物取引所における外国為替証拠金取引について

　株式会社東京金融先物取引所は、平成17年７月、改正金融先物取引法の施行を受けて「くりっく365」と題する商品

を上場させ、外国為替証拠金取引の取引所取引を開始しました。同取引所は、平成18年９月30日現在で参加者13社を

擁し、公正な価格、信用リスクの排除及び税制上の優遇等の利点をアピールポイントに「くりっく365」を提供してい

ます。

　外国為替証拠金取引の取引所取引が、現段階において非取引所取引（相対取引）を行う業者に与える影響は限定的

ですが、仮に今後、取引所取引が順調にシェアを拡大して業界事情に変化を来たした場合、当社は営業体制の見直し

を行う可能性があり、また取引所への参加検討を行う可能性があります。（なお、本書においては、便宜上「外国為

替証拠金取引」の語を非取引所取引（相対取引）の意味で使用します。） 

(3) 証券業界の動きについて

　当中間期に係る証券市場は、昨年下半期の力強い株価上昇の後、インフレを懸念した米国経済の失速に起因する世

界的な株安等により数ヶ月に亘る調整局面を迎え、特に新興市場からの資金流出が続くなど取引が低調となりました。

しかし、景況自体はいまだ「いざなぎ景気」に並ぶ戦後最長の回復及び拡大を継続していると見込まれ、調整局面か

ら抜け切れずにはいるものの、企業の業績は概ね好調を保っております。また、本年５月から新たに導入された日経

225ミニ取引も、市場が予想した以上の活況を呈し、個人投資家に人気を博しています。

　「貯蓄から投資へ」の流れは揺るぎなく、証券業界は引続きビジネスチャンスを拡大していくものと期待されます

が、その一方で同業者間の手数料引下げやサービスレベルの向上、取引システムの高度化その他の競争がいっそう熾

烈を極めることは想像に難くありません。

　また、日本の法制が金融コングロマリット化の方向にあることは歓迎すべきことではあるものの、大企業に比して

顧客基盤や商品ラインナップに劣る新興企業には、生き残りをかけた存在意義の明確化が望まれます。当社は、創業

当初より、金融デリバティブ取引に特化した証券会社としてその方向性を明確に位置づけてきており、今後も当該方

針は継続致しますが、仮に競合他社に比して投資家に訴求できる特徴を維持できず差別化要因を持てない場合、並び

に競合他社に比べた顧客利便性の低下によって顧客のニーズを満たすサービスレベルを維持できない場合等には、集

客力の低下その他によって当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

２．相場の変動が当社の業績に与える影響について

　当社の主な取扱商品である外国為替証拠金取引、日経225先物取引及びオプション取引は、いずれもハイリスク・ハ

イリターン型の金融デリバティブ取引であり、株式相場や為替相場の変動次第では、当社顧客の損益に大きな影響を

及ぼします。このため、相場が過度に変動した場合、当社顧客の損失が増加して投資意欲が減退するおそれがあり、

逆に、相場が過少変動で安定的に推移した場合、顧客の投資機会が減って投資意欲が減退するおそれがあります。こ

れらはいずれも、当社の取組高に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は、顧客との取引によって生じる当社の外国為替持高（ポジション）相当について、随時カウンターパー
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ティーとカバー取引を行い、顧客との取引によって生じる自己ポジションの為替変動リスクを回避しています。した

がって、為替相場の変動により当社が負う市場リスクは、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引量の増減によって

大きな影響を受けるものではありません。しかし、短時間に著しい為替変動が生じた場合等、当社が速やかにカウン

ターパーティーとカバー取引が行えないときは、当社の負う市場リスクが増加するおそれがあり、予期し得ない損失

によって業績に影響を及ぼす可能性があります。 

３．市場リスクについて

　当社は、自己の計算において外国為替証拠金取引を行っており、また投資一任業者である子会社を通じて自己資産

を証券取引で運用しております。当社は、証券会社の財務健全性を示す自己資本規制比率を基準とし、ロスリミット

等の取引条件を定め、これを遵守することで市場リスクの管理に努めておりますが、急激な相場変動等によって損失

を生じた場合、当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。  

４．信用リスクについて

(1) 証券取引業務にかかる信用リスクについて

　当社が行う証券取引業務には、日経225先物取引及びオプション取引の他、有価証券の現物取引、信用取引及びその

他の有価証券指数先物取引及びオプション取引等があります。

　まず、日経225先物取引及びオプション取引について、平成18年９月30日現在、当社は、大阪証券取引所が公表する

ＳＰＡＮ証拠金を必要証拠金及び維持証拠金として顧客から証拠金の預託を受けております。取引開始後、顧客の有

効証拠金が日経225先物の価格変動によって維持証拠金を下回った場合、当社は顧客に対して証拠金の追加を求めます

が、顧客が証拠金の追加に応じないとき、当社は速やかに顧客勘定による反対売買を行って、決済時に発生した損失

を預かり証拠金から差し引きます。なお不足分が生じる場合は、当該不足分を顧客に請求しておりますが、顧客が支

払いに応じないとき、当社は顧客に対する債権の全部又は一部について貸倒の損失を負う可能性があります。　

　また、大阪証券取引所は、日経225先物取引の相場が午前立会において同取引所が定める基準を超えて変動した場合

等で、同取引所が必要と認めた場合、日経225先物オプション取引の取扱い業者に対して、緊急証拠金を差し入れるこ

とを要請することがあり、緊急証拠金を要請された場合、当社は、これを当日の午後４時までに預託しなければなら

ず、自社資金にて充当しております。当社は後日、顧客に対して緊急証拠金に対応する証拠金の追加を求めますが、

顧客が保証金の追加に応じないとき、当社は速やかに顧客勘定による反対売買を行って、決済時に発生した損失を預

かり証拠金から差し引きます。なお不足分が生じる場合は、当該不足分を顧客に請求しておりますが、顧客が支払い

に応じないとき、当社は顧客に対する債権の全部又は一部について貸倒の損失を負う可能性があります。

　次に、信用取引について、平成18年９月30日現在、当社は、顧客から約定代金の30％を必要保証金として預託を受

けており、取引に係る建玉を維持するための維持率は20％としております。（ただし、注意喚起銘柄については保証

金率・維持率が異なります。）取引開始後、顧客の有効保証金が取引銘柄の価格変動によって維持率を下回った場合、

当社は顧客に対し保証金の追加を求めますが、顧客が保証金の追加に応じないとき、当社は速やかに顧客勘定による

反対売買を行って、決済時に発生した損失を預かり保証金から差し引きます。なお不足分が生じる場合は、当該不足

分を顧客に請求しておりますが、顧客が支払いに応じないとき、当社は顧客に対する債権の全部又は一部について貸

倒の損失を負う可能性があります。 

(2) 外国為替取引業務の信用リスクについて

　外国為替証拠金取引について、平成18年９月30日現在、当社は、顧客から全通貨共通で約定代金の３％（投資経験

の少ない顧客については約定代金の30％）を必要証拠金として預託を受けており、取引に係る建玉を維持するための

維持率はその50％としております。

　当社は、マージンカット制を採用しており、顧客の有効証拠金が前記の維持率を割った場合は強制的に反対売買が

実行されて損失を限定するため、相場によほどの急変動がない限り、必要証拠金を超えて顧客に損失を生じることは

ありません。しかし、たとえばアジアの通貨危機時やロシアのデフォルト時のような特異な例においては、相場が一

瞬にして激動する可能性が零ではなく、仮に顧客に必要証拠金を超える損失が生じ、当該超過分の損失について当社

が適切に回収を行えなかった場合は、当社は当該損失を負担する可能性があります。 

５．オペレーションリスクについて

　当社が主力商品とする金融デリバティブ取引は、証拠金等を担保にしてレバレッジの効いた取引を行うため、想定

元本の額が通常取引に比して多額になります。取引の執行に誤りがあった場合、それが明らかに当社役職員の過失で

あれば、当社が当該損失を賠償することになりますが、デリバティブ取引においては、時としてこれが多額になる可

能性があります。当社は、業務に習熟した人材を採用し、十分な教育を施し、技術的な制御を行い、または牽制機能

の有効化を図る等の手段を講じておりますが、場合によってはこうした損害が当社の業績に影響を及ぼす可能性があ
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ります。

　また、当社は、内部統制の一環として法令遵守を促しつつ業務の効率化を図り、またフロントオフィス、ミドルオ

フィス及びバックオフィスの相互牽制に配慮した組織編成、人員配置等を行っておりますが、業務効率がなお不十分

であり、役職員が正確な事務を怠り、または部署間の相互牽制機能が想定通りに機能しない等の事情によって、事務

処理のスピードが遅くなり、または質が悪化して十分かつ適切なサービスが提供できなくなった場合、当社の信用力

が低下し、または監督官庁から行政処分を受ける等して当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

６．資金流動性リスクについて

 当社の営む証券取引事業及び外国為替取引事業においては、取引にかかる資金決済のため、あらかじめ定められた期

日に売買代金または証拠金等の受払いを行いますが、市場が過熱化して大きな相場変動が生じた場合、証券取引所か

ら市場参加者に対して当日中に緊急証拠金の差入れを求められる可能性があるほか、翌日以降、顧客取引にかかる多

額の決済資金が必要になる可能性があります。また、これに大口顧客の出金または顧客資産の分別信託金の預託等が

重なり、一時的に資金需要が逼迫するおそれがあります。

　当社は、こうした事態に対応するため、資金繰り管理を厳格に行い十分な手元流動資金を備えるとともに、株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行との間で当座貸越契約（極度額40億円）及びコミットメントライン契約（極度額42.7億円）を

締結し、このような短期資金の調達枠を確保して安定化に努めております。しかしながら、これらの資金調達枠を超

える資金需要が生じた場合、または１年毎の契約である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行とのコミットメントライン契約

が更新できなかった場合等において、他の代替的な資金調達手段が適切に確保できなかった場合には、取引の決済及

び事業の遂行に影響を及ぼす可能性があります。  

７．役職員の不正行為について

　当社は、顧客の資産を預かる金融機関として、法令諸規則を厳格に遵守すべき立場にあります。しかし、当社を含

む金融機関は常に役職員による不正のリスクに晒されており、その発見と防止は容易ではありません。

　当社は、取締役及び各部署の業務分掌を明確化し、職階に応じた権限配分をすることで越権行為を防止し、重要情

報を管理する仕組みを構築し、推進と牽制を区分した決裁ルールを整備し、不正な売買を可能な限り技術的に制御し、

人的資源を投入して研修を充実させ、または内部管理部門もしくは外部の弁護士に通じるホットラインを設ける等し

て役職員による不正の探知及び未然防止に努めておりますが、これらによっても防げない悪質な不正、予測し得ない

不正その他によって当社に損害が生じ、もしくは当社の信用が著しく低下した場合、または業務停止、過怠金の徴収

その他の行政処分を受けた場合、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

８．当社の営業体制について

　当社の行う証券取引事業及び外国為替取引事業は、ともにインターネットによるオンライン取引と、コールセンター

を通じた顧客との直接対話による取引の２つの取引方法を用いて行っています。

　当社の取扱商品は、金融デリバティブ取引が中心です。インターネットによる取引は、顧客に高度な取引シミュレー

ションを提供し、また電子化されたさまざまな情報を速やかに配信する等、優れた機能を有しておりますが、その一

方で、金融デリバティブ取引は仕組みが複雑であり、顧客との取引、特に取引開始時の取引においては十分な対話が

必要となる場合が想定されます。また、当社の扱う金融デリバティブ取引はハイリスク・ハイリターン型の商品であ

ることから、顧客に対して円滑な取引環境を提供する必要があります。このため、当社は、インターネット取引とコー

ルセンター取引という２つの異なる取引方法を整備・維持することが重要であると認識しており、また、いわゆるオ

ンライン証券会社との差別化を図る上においても、顧客と直接対話をすることができる環境を拡充することが、事業

活動に資するものと考えています。

　しかし、複数の営業体制を維持することで人件費を中心とする固定費用が増加し、これによって経営効率が低下し

た場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

９．業務提携について

　当社は、平成13年２月に株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）と、インターネットを用いた外国為

替取引について業務提携の覚書を締結し、平成18年４月に同覚書を更新致しました。同行は、本覚書に基づいて、当

社の外国為替取引事業におけるカバー取引先の一つとなっており、また、当社の顧客資産の分別保管スキーム「セー

フティ・トラスト・アカウント」の構築においては、同行のグループ会社である三菱ＵＦＪ信託銀行が協力関係にあ

ります。

　現在、当社は同行と良好な関係を継続しておりますが、何らかの事情によって当業務提携が解消された場合、カバー

取引先の選択肢が減少し、または「セールティ・トラスト・アカウント」の仕組みを一部変更する等、当社の外国為

替取引事業に一定の影響を与える可能性があります。
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10．システムについて

(1) 障害について

　当社のシステムは、インターネットからの注文受発注等を行うフロントシステムと、注文の管理及び決済等を行う

バックシステム、並びに統合顧客管理システム（ＣＲＭシステム）から成っております。当社は、取引注文の半数以

上をインターネットを通じて受注し、一連のコンピュータ処理システム及び第三者への接続を通じて取引を執行して

おります。このため、これらのシステムに障害が発生し、または機能不全に陥った場合、顧客からの注文が受付けら

れなり、または取引所への執行もしくはカウンターパーティーに対するカバー取引が行えなくなる等によって、当社

の事業に重大な支障が生じる可能性があります。

　このようなシステム障害は、当社が使用するハードウェア及びソフトウェアの不具合、並びに人為的ミスによるも

のの他、アクセス数の急激な増大、通信回線の障害、コンピュータウィルス、停電、自然災害等によって生じ得るも

のです。当社は、これらのリスクを回避すべく、定期的にサーバー等のシステムを増強するとともに、基幹システム

のサーバー類を安全性の高い社外のデータセンターへ移設しており、また、平常時においても、システム障害を防止

するための改善等を随時行い、合わせてシステム障害が発生した場合の代替処理の方法、臨時的な業務フローの体制

を整える努力を行っております。

　しかし、予想を超えたアクセス数の突発的な増加、震災等の大規模な災害の発生、制御できないコンピュータウィ

ルス、長時間に及ぶ電力供給の停止、通信障害等、現段階では予測ができない原因によりコンピュータ・システムが

ダウンする可能性は否定できません。これら、及びこれら以外の何らかの理由によりシステム障害が発生した場合に

おいて、当社の適切な対応が遅れ、または適切な対応がなされなかったときは、顧客の不満が増大して当社の信頼が

損なわれる可能性があり、また損害賠償責任が発生したときは、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(2) 外販または使用許諾について

　当社のシステム子会社は、証券デリバティブ取引や外国為替証拠金取引に係る取引システムの開発、運用及び保守

等を業としており、取引システムを他の事業者に対して販売または使用許諾し、これを運用保守してサポートするこ

とで収益を得ております。

　システム子会社は、専門性の高い開発チームを備え、または高度な技術を有する外部業者にアウトソースし、かつ

品質管理部門を通じてクオリティの維持向上に努めておりますが、仮にシステム子会社が他の事業者に納入した取引

システムに不具合があり、あるいは重大な過失によって適切な運用保守ができず、これらに起因して納入先に取引上

の損失を生じた場合、システム子会社はその賠償責任を負う可能性があり、またそれが当社の連結上の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

(3) 開発等について

　証券取引及び外国為替取引のインターネット化は既に広く浸透しており、今後も顧客利便性を向上させるための技

術革新、取引量の拡大によるシステム的な負荷の増加は避けられないと見込まれます。また、新たな取引の取扱い、

新たな商品の導入等に技術的に対応するため、あるいは顧客のニーズに応えて競争力を維持向上させるためには、取

引システムの開発、改良等が欠かせません。

　当社は、取引システムが当社事業に与える影響を重要視しており、最優先事項の一つとして積極的に経営資源を投

入して他社との差別化を図っております。しかし、こうしたシステム投資の額が想定以上に多額になり、または当初

に見込んだ通りの投資効果が得られず、これらに起因して当社が損失を被り、もしくは得られるはずの利益を逸し、

または競争力を維持できずに投資家から取引先として選択されなくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

11．人材の確保及び育成について

　当社の主力商品は金融デリバティブ取引であり、これらの取引は重要な機能と抜群の投資効率を有するものの、投

資性を有する金融商品全体の中では主たる位置を占めておりません。金融デリバティブ取引は現物株式等の通常取引

に比して複雑な面があり、同取引を主力商品として取扱っていくには、商品の開発、業務の運営、取引の執行及びコ

ンプライアンスその他について一定の専門性が要求されます。

　また、当社は新興企業であり、めまぐるしい外部環境の移り変わりの中にあって当社自体も速い変化を遂げており

ます。したがって、これらに対応し得るだけの人材の確保及び育成は重要な課題と認識しております。

　現在の当社は、役員と一部の従業員に依存する面があり、当社事業に係る市場の規模拡大は歓迎するものの、仮に

要となる人材が外部に流出し、競合他社との人材獲得競争に勝てず、または当社内での人材育成が見込み通りの効果

を上げられない場合、当社の人的リソースが競合他社に比して劣化し、適切な業務運営や成長速度の維持向上ができ

なくなる可能性があります。 　

12．法令諸規則の改正等について
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　当社は、証券業を営むに当たり、内閣総理大臣に登録を受けるとともに、自主規制機関である日本証券業協会に加

入し、大阪証券取引所の先物取引等取引参加者となっております。このため、当社は、証券取引法その他の法令のほ

か、日本証券業協会規則及び大阪証券取引所規則の規制に服しており、その内容を遵守しているか否かについて定期

的な検査等を受ける立場にあります。

　また、当社は、金融先物取引業（店頭金融先物取引、個人及び小規模法人を相手方とする外国為替証拠金取引を指

す。）を営むに当たり、内閣総理大臣に登録を受けるとともに、自主規制機関である金融先物取引業協会に加入して

おります。このため、当社は、金融先物取引業その他の法令のほか、金融先物取引業協会規則の規制に服しており、

その内容を遵守しているか否かについて定期的な検査等を受ける立場にあります。

　当社は、内部管理統括責任者の指揮の下、全社的に内部管理体制の強化とコンプライアンス意識の向上に努めてお

りますが、仮に前記検査等によって法令諸規則違反を指摘され、行政処分等の処分を受けるに至った場合、当社の信

用力低下によって業績に影響を及ぼす可能性があります。特に、多額の課徴金を課され、または業務停止等に至り、

または証券業登録もしくは金融先物取引業登録を取消された場合等は、当社の経営や事業継続に重大な影響を与える

可能性があります。

　さらに、証券業及び金融先物取引業に係る法令諸規則の改正により、規制が強化されて事業活動が制限され、また

は体制整備のためのコスト増に繋がり、または逆に緩和されて競争が促進されること等によって、当社の収益力等に

影響を及ぼす可能性があります。

　なお、平成18年６月、関連法令を統合して証券取引法を発展的に改組した「金融商品取引法」が成立致しました。

同法は、「横断化」と「柔構造化」を趣旨として投資性を有する金融商品の取引を広く規制するものであり、段階的

に順次施行される予定です。同法の成立は「貯蓄から投資へ」の流れに即した、金融業界の前進を促す望ましいもの

と理解しておりますが、当社を含む金融機関に影響を与えることは確実であります。したがって、同法の具体的な運

用、同法を踏まえた監督官庁の指導・通達、あるいは同法の今後の改正状況その他によっては、当社に上記と同様の

影響を及ぼす可能性があります。　

13．個人情報の保護について

　当社は、顧客情報をはじめとする多くの個人情報を取扱っているため、これらの情報漏洩等を防止することは重要

な経営課題であると認識しております。当社は金融機関として、従来から個人情報の取扱いには十分に留意してきま

したが、平成17年４月１日に個人情報保護法が施行されたことを契機に、同法よりも一段厳格な管理体制を要求する

プライバシーマーク（JISQ15001）の認定を目指して全社的な取り組みを開始致しました。同年12月27日付、その活動

が実り、プライバシーマークの運営機関である財団法人日本情報処理開発協会から認定を受けております。また、認

定後も、精度の高い管理体制を維持するとともに、さらに向上させるため、企画（Plan）し、実行（Do）し、監査

（Check）し、見直す（Act）ことをサイクルとして定期的に繰り返す、いわゆるＰＤＣＡサイクルに従い、継続的な

改善を図っています。

　このように、当社は、個人情報保護のために組織的、人的及び技術的に必要とされる各種の管理措置を講じており

ますが、それにも関わらず個人情報の漏洩等が生じ、損害賠償の請求や監督官庁による処分を受けた場合は、損害賠

償請求額の支払いや対応コストの発生、あるいは当社の信用が低下することによって、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 　

14．知的財産権について

　当社が事業を行うに際して利用する技術、商標、著作その他の知的財産については、当社の認識する限り第三者の

権利を侵害しておらず、また今後も侵害することのように細心の注意を払って参りますが、仮に当社が第三者の権利

を侵害し、または使用権等を適切に取得していないこと等が判明した場合は、当該第三者へのライセンスフィーの支

払い、当該第三者との係争、または当社サービスの劣化もしくは信用低下等によって損失が生じ、当社の業績に影響

を与える可能性があります。 

 

 （参考）

　平成18年10月１日付、当社は、新たに設立した子会社「トレイダーズ証券分割準備㈱」に対して、会社分割（当社

を分割会社、当該子会社を承継会社とする吸収分割）により従来営んでいた証券取引事業及び外国為替取引事業を包

括的に承継させました。また、これと同時に、当社は「トレイダーズ証券㈱」から「トレイダーズホールディングス

㈱」に、当該子会社は「トレイダーズ証券分割準備㈱」から「トレイダーズ証券㈱」にそれぞれ商号を変更し、同日

をもって持株会社制へ移行致しました。

　したがって、上記に記載した事業等のリスクは、同日以降は純粋持株会社である当社単体に係るリスクではなく、

当社グループの中核を占める事業会社トレイダーズ証券㈱の抱えるリスクとして、純粋持株会社である当社の連結上

の業績等に影響を与え得ることになります。

　なお、プライバシーマークは、上記会社分割によって現トレイダーズ証券㈱へは移転せず、引続き当社が認定業者
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となります。しかし、プライバシーマークの有無に関わらず、金融機関における個人情報保護の必要性に変わりはな

く、現トレイダーズ証券は今後、プライバシーマークと同等の厳格さを有する個人情報保護に係る金融庁ガイドライ

ンに即して、従来どおり個人情報の保護に努めて参ります。
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５．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 （資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   16,332,661   14,225,686   13,646,016  

２．預託金           

(1）顧客分別金信託  3,223,000   4,509,000   4,060,000   

(2）その他の預託金  69,060 3,292,060  141,120 4,650,120  71,060 4,131,060  

３．売掛金   77,381   34,309   183,389  

４．トレーディング商品   315,885   461,875   342,253  

５．信用取引資産           

(1）信用取引貸付金  1,854,035   2,853,987   3,843,766   

(2）信用取引借証券担保
金

 371,405 2,225,440  7,286 2,861,273  339,770 4,183,536  

６．短期差入証拠金           

(1）信用取引差入保証金  5,699   164,181   50,831   

(2）先物取引差入証拠金  7,657,706   11,255,450   10,539,148   

(3）外国為替差入証拠金  1,771,570   1,648,369   2,443,175   

(4）その他の差入証拠金  53,732 9,488,708  16,837 13,084,838  30,977 13,064,132  

７．繰延税金資産   15,425   6,336   37,110  

８．その他   492,598   405,198   379,824  

貸倒引当金   △1,298   △12,109   △7,515  

流動資産合計   32,238,863 96.2  35,717,530 95.2  35,959,808 92.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1  219,669 0.6  242,534 0.6  242,678 0.7

２．無形固定資産   627,431 1.9  737,717 2.0  1,011,897 2.6

３. 投資その他の資産   429,923 1.3  827,101 2.2  1,571,328 4.0

固定資産合計   1,277,023 3.8  1,807,353 4.8  2,825,904 7.3

資産合計   33,515,887 100.0  37,524,884 100.0  38,785,712 100.0

－ 14 －



  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 （負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．信用取引負債           

(1）信用取引借入金  1,870,259   2,797,292   3,792,444   

(2）信用取引貸証券受入
金

 365,929 2,236,188  7,216 2,804,508  330,076 4,122,521  

２．預り金           

(1）顧客からの預り金  2,651,833   3,993,552   3,423,338   

(2）その他の預り金  52,565 2,704,399  108,317 4,101,870  227,586 3,650,924  

３．受入証拠金           

(1）信用取引受入保証金  379,344   394,627   578,244   

(2）先物取引受入証拠金  7,729,032   11,317,389   10,608,986   

(3）外国為替受入証拠金  12,845,385   12,115,654   10,692,019   

(4) その他の受入証拠金  4,000 20,957,761  － 23,827,672  － 21,879,250  

４．短期借入金   1,199,998   480,000   1,520,000  

５．一年内返済予定長期借
入金 

  66,720   144,560   133,440  

６．未払法人税等   148,719   39,621   315,509  

７．その他   328,119   242,329   572,385  

流動負債合計   27,641,906 82.5  31,640,561 84.3  32,194,031 83.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   266,560   66,400   133,120  

２．リース債務   288,725   231,609   268,304  

３．退職給付引当金   9,232   10,268   10,044  

４．繰延税金負債   －   －   110,704  

５．その他   27,598   19,537   26,641  

固定負債合計   592,115 1.8  327,814 0.9  548,814 1.4

Ⅲ　特別法上の準備金           

１．証券取引責任準備金 ※２  10,469   24,740   25,586  

特別法上の準備金合計   10,469 0.0  24,740 0.1  25,586 0.1

負債合計   28,244,492 84.3  31,993,116 85.3  32,768,432 84.5

－ 15 －



  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

  (少数株主持分)           

   少数株主持分   50,155 0.1  － －  234,141 0.6

 （資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,803,576 8.4  － －  2,803,576 7.2

Ⅱ　資本剰余金   2,090,064 6.2  － －  2,090,064 5.4

Ⅲ　利益剰余金   327,349 1.0  － －  666,485 1.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  251 0.0  － －  223,510 0.6

Ⅴ　自己株式   － －  － －  △498 0.0

資本合計   5,221,240 15.6  － －  5,783,138 14.9

負債・少数株主持分
及び資本合計

  33,515,887 100.0  － －  38,785,712 100.0

 （純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  2,830,965 7.5  － －

２．資本剰余金   － －  2,090,064 5.6  － －

３．利益剰余金   － －  428,802 1.1  － －

４．自己株式   － －  △498 0.0  － －

 　株主資本合計   － －  5,349,333 14.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

 １．その他有価証券評価
 差額金

  － －  △2,221 △0.0  － －

 　 評価・換算差額等合計   － －  △2,221 △0.0  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  7,576 0.0  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  177,079 0.5  － －

純資産合計   － －  5,531,767 14.7  － －

負債純資産合計   － －  37,524,884 100.0  － －

           

－ 16 －



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益           

１．受入手数料   631,353   1,019,200   1,939,639  

２．トレーディング損益           

(1）証券取引  △7,306   △1,750   △10,803   

(2）外国為替取引 ※１ 1,158,700   1,206,435   2,375,737   

(3) その他  9,250 1,160,645  △7,433 1,197,252  35,618 2,400,552  

３．金融収益   9,585   27,354   48,075  

４．システム販売等収入   186,761   286,515   1,059,319  

営業収益計   1,988,345 100.0  2,530,322 100.0  5,447,587 100.0

Ⅱ　金融費用   21,814 1.1  38,110 1.5  73,590 1.4

Ⅲ　売上原価   46,656 2.3  177,223 7.0  682,875 12.5

純営業収益   1,919,874 96.6  2,314,988 91.5  4,691,121 86.1

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※２  1,593,368 80.2  2,279,515 90.1  3,838,179 70.4

営業利益   326,506 16.4  35,473 1.4  852,941 15.7

Ⅴ　営業外収益           

１．受取利息及び配当金  2,264   7,980   6,775   

２．為替差益  16,803   －   21,518   

３．その他  234 19,302 1.0 3,801 11,781 0.5 1,208 29,502 0.5

Ⅵ　営業外費用           

１．支払利息  6,881   7,735   16,284   

２．新株発行費  41,435   －   43,530   

３．公開関連費  58,163   －   68,163   

４．為替差損  －   1,561   －   

５．その他  26 106,507 5.4 3,287 12,583 0.5 75 128,053 2.3

経常利益   239,301 12.0  34,671 1.4  754,390 13.9

－ 17 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別利益           

１．関係会社株式売却益  48,624   －   189,134   

２．投資有価証券売却益  －   193,249   －   

３．前期損益修正益  － 48,624 2.5 4,500 197,749 7.8 － 189,134 3.5

Ⅷ　特別損失           

１．固定資産等除却損 ※３ －   －   11,894   

２．証券取引責任準備金繰入

額 
 5,545   11,906   20,662   

３．損害賠償支払金  －   16,732   22,000   

４．過年度消費税額  －   －   30,235   

５．減損損失 ※４ － 5,545 0.3 303,729 332,367 13.2 27,744 112,538 2.1

税金等調整前中間（当

期）純利益（△損失）
  282,379 14.2  △99,947 △4.0  830,986 15.3

法人税、住民税及び事業

税
 138,706   31,454   384,298   

法人税等調整額  881 139,587 7.0 38,604 70,058 2.8 △47,825 336,472 6.2

少数株主利益（△損失）   － －  △57,062 △2.3  12,586 0.2

中間（当期）純利益（△

損失）
  142,792 7.2  △112,944 △4.5  481,927 8.9

           

－ 18 －



(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

 （資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   729,000  729,000

Ⅱ　資本剰余金増加高      

 １．増資による新株の発行  1,361,064 1,361,064 1,361,064 1,361,064

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期

末）残高
  2,090,064  2,090,064

      

 （利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   184,557  184,557

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  142,792 142,792 481,927 481,927

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期

末）残高
  327,349  666,485

      

－ 19 －



      中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
2,803,576 2,090,064 666,485 △498 5,559,627

中間連結会計期間中の変動額

　　　　　　　　　　　（千円）

新株の発行 27,389    27,389

剰余金の配当   △94,738  △94,738

利益処分による役員賞与   △30,000  △30,000

中間純利益（△損失）   △112,944  △112,944

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
27,389 － △237,683 － △210,293

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,830,965 2,090,064 428,802 △498 5,349,333

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
223,510 223,510 － 234,141 6,017,280

中間連結会計期間中の変動額

 （千円）

新株の発行     27,389

剰余金の配当     △94,738

利益処分による役員賞与     △30,000

中間純利益（△損失）     △112,944

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△225,732 △225,732 7,576 △57,062 △275,218

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△225,732 △225,732 7,576 △57,062 △485,512

平成18年９月30日　残高

（千円）
△2,221 △2,221 7,576 177,079 5,531,767

－ 20 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

  （自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
  （自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
  （自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益
（△損失）

 282,379 △99,947 830,986

減価償却費  119,870 157,918 263,582

株式報酬費用  － 7,576 －

連結調整勘定償却額又はのれん償却
額

 735 429 1,308

トレーディング損益  － － △38,183

固定資産等除却損  － － 11,894

関係会社株式売却益  △48,624 － △189,134

投資有価証券売却益  － △193,249 －

減損損失  － 303,729 27,744

損害賠償支払金  － 16,732 －

新株発行費  38,665 － 40,634

貸倒引当金の増減額  75 4,593 6,292

退職給付引当金の増減額  2,665 224 3,477

証券取引責任準備金の増減額  5,545 △846 20,662

受取利息及び配当金  △11,256 △7,980 △6,775

支払利息  28,526 7,735 16,284

為替差損益  △16,803 △1,301 △21,518

顧客分別金の増減額  △3,225,700 △655,060 △1,971,700

売上債権の増減額  △56,985 149,079 △162,993

トレーディング商品の増減額  △315,885 △119,621 △304,070

信用取引資産の増減額  △1,908,627 1,322,263 △3,866,724

短期差入証拠金の増減額  △2,562,313 △20,705 △6,137,737

その他の流動資産の増減額  △324,499 △25,374 △211,954

信用取引負債の増減額  1,921,335 △1,318,012 3,807,668

預り金の増減額  △1,075,644 450,945 △129,118

受入証拠金の増減額  5,801,403 1,948,421 6,722,892

その他の流動負債の増減額  162,131 △281,794 106,943

その他の固定負債の増減額  △1,986 △7,104 △2,943

役員賞与の支払額  － △30,000 －

小計  △1,184,992 1,608,651 △1,182,482

－ 21 －



  
前中間連結会計期間

  （自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
  （自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
  （自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  11,256 7,980 7,004

利息の支払額  △28,526 △8,186 △15,810

損害賠償金の支払額  － △16,732 －

法人税等の支払額  △143,850 △307,342 △222,280

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,346,112 1,284,371 △1,413,568

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △92,621 △52,635 △159,773

無形固定資産の取得による支出  △223,873 △187,217 △451,010

有形固定資産の除却による支出  － － △2,619

有形固定資産の売却による収入  － 3,876 －

無形固定資産の売却による収入  － 411 －

有価証券の取得による支出  △19,488 － －

投資有価証券の取得による支出  － △143,588 △810,792

投資有価証券の売却による収入  － 746,131 －

保証金及び預託金の差入による支出  △30,450 △4,650 △41,954

その他の投資活動による支出  △39,414 △3,765 △13,394

投資活動によるキャッシュ・フロー  △405,846 358,561 △1,479,545

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額  699,998 △1,040,000 1,020,000

長期借入金の返済による支出  △66,720 △55,600 △133,440

ファイナンス・リース債務の増加に

よる収入
 10,187 9,384 30,477

ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出
 △39,321 △46,079 △80,033

株式の発行による収入  2,596,974 27,389 2,595,005

少数株主からの払込みによる収入  99,000 － 411,400

自己株式の取得による支出  － － △498

配当金の支払額  － △94,738 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,300,117 △1,199,644 3,842,912

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  16,803 382 21,518

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  1,564,961 443,670 971,316

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,908,700 2,880,016 1,908,700

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
 3,473,661 3,323,686 2,880,016

     

－ 22 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　　２社

　すべての子会社を連結しておりま

す。

(1) 連結子会社の数　　　　３社 連結子会社の数　　　　　　２社 

　すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社の名称

トレイダーズ投資顧問㈱

トレイダーズフィナンシャルシス

テムズ㈱

連結子会社の名称

トレイダーズ投資顧問㈱

トレイダーズフィナンシャル

システムズ㈱

トレイダーズ証券分割準備㈱

連結子会社の名称

トレイダーズ投資顧問㈱ 

トレイダーズフィナンシャルシス

テムズ㈱

(2)　主要な非連結子会社の名称等

 主要な非連結子会社

 ㈱インベスト

 （連結の範囲から除いた理由）

  非連結子会社は小規模であ

り、合計の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 　　　　　　　同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。

　　　　　　　同左 　すべての連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

―――――――― 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均

法により算定）を採用しており

ます。なお、トレーディングの

目的は時価の変動または市場間

の価格差等を利用して利益を得

ること並びにその目的で行う売

買取引等により生じる損失を減

少させることであり、その範囲

は自己の計算において行う有価

証券等の売買取引等であります。

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①　有価証券 

売買目的有価証券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　     中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　     中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

       連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を

採用しております。

―――――――― 時価のないもの

  移動平均法による原価法を採

用しております。なお、投資事

業有限責任組合及びそれに類す

る組合への投資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組

合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な直近の決算

日を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっており

ます。

時価のないもの

  　　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

　　　　同左

②　デリバティブ

同左 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

     当社及び連結子会社は定率法

を採用しております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　　５～15年

器具及び備品　　５～15年

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　　　　　同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ①　有形固定資産

 　　　　　　　同左 

②　無形固定資産

　　 当社及び連結子会社は定額法

を採用しております。

     なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。

②　無形固定資産

  　　　　同左

②　無形固定資産

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

当社及び連結子会社は一般債権

については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討

して計上しております。

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　　　　同左

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　　　　同左

②　退職給付引当金

　当社において、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。

②　退職給付引当金

　　　  　同左

②　退職給付引当金 

  当社において、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しておりま

す。

③　証券取引責任準備金

　当社において、証券事故によ

る損失に備えるため、証券取引

法第51条の規定に基づき、「証

券会社に関する内閣府令」第35

条に定めるところにより算出し

た額を計上しております。

③　証券取引責任準備金

　　　　  同左　

 ③　証券取引責任準備金

 　　　　　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

  外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっておりますが、連結上セー

ル・アンド・リースバック取引

に該当することとなるファイナ

ンス・リース取引については、

通常の売買取引に準じた会計処

理によっております。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(へ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

 

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

(へ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

 

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。ただし、

資産に係る控除対象外消費税は

発生連結会計年度の期間費用と

しております。

(へ）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

 

 

      消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な現

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準)

  当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議

会　平成14年８月９日) )及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日)を適用し

ております。これによる損益に与える影響は

ありません。

 

──────── (固定資産の減損に係る会計基準)

  当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業会計審議会　

平成14年８月９日) )及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日)を適用してお

ります。これにより税金等調整前当期純利益

は27,744千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

 

────────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)

  当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日)を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

5,347,112千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

────────

────────  (ストック・オプション等に関する会計基

準)

  当中間連結会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号　平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18

年５月31日)を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益（△損失）はそれぞれ7,576

千円減少しております。　

────────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                      　　　 105,077千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                      　　　 186,808千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
 　         　               143,966千円

※２　特別法上の準備金

　特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項は、以下のとおりであります。

※２　特別法上の準備金

　同左

※２　特別法上の準備金

同左

証券取引責任準備

金

 
証券取引法第51条

３　当座貸越契約

 

　当社は、顧客資産の分別保管に係る一

時的な立替資金及び証券取引所との受払

いに係る一時的な立替資金を調達するた

め、取引銀行１行と当座貸越契約を締結

しております。この契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約

　当社は、顧客資産の分別保管に係る一

時的な立替資金及び証券取引所との受払

いに係る一時的な立替資金を調達するた

め、取引銀行１行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約

　当社は、顧客資産の分別保管に係る一

時的な立替資金及び証券取引所との受払

いに係る一時的な立替資金を調達するた

め、取引銀行１行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額の総

額
2,000,000千円

借入実行残高 － 千円

差引額 2,000,000千円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

   8,270,000千円

借入実行残高 － 千円

差引額 8,270,000千円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,000,000千円

借入実行残高 － 千円

差引額 8,000,000千円

４　差入れている有価証券及び差入れを受

けている有価証券の時価は次のとおりで

あります。

４　差入れている有価証券及び差入れを受

けている有価証券の時価は次のとおりで

あります。

４ 　差入れている有価証券及び差入れを受

けている有価証券の時価は次のとおりで

あります。

(1）差入れている有価証券 (1）差入れている有価証券 (1）差入れている有価証券

①　信用取引貸証券 326,096 千円

②　信用取引借入金

の本担保証券
2,026,970 千円

③　差入証拠金代用

有価証券
1,395,556 千円

①　信用取引貸証券  7,339 千円

②　信用取引借入金

の本担保証券
2,445,868 千円

③　差入証拠金代用

有価証券
2,356,019 千円

①　信用取引貸証券    319,048 千円

②　信用取引借入金

の本担保証券
3,735,232 千円

③　差入証拠金代用

有価証券
 2,544,349 千円

(2）差入れを受けている有価証券 (2）差入れを受けている有価証券 (2）差入れを受けている有価証券

①　信用取引貸付金

の本担保証券
2,026,976 千円

②　信用取引借証券 337,048 千円

③　受入証拠金代用

有価証券
5,835,737 千円

①　信用取引貸付金

の本担保証券
2,445,868 千円

②　信用取引借証券 7,339 千円

③　受入証拠金代用

有価証券
7,213,497 千円

①　信用取引貸付金

の本担保証券
3,735,232 千円

②　信用取引借証券 338,436 千円

③　受入証拠金代用

有価証券
8,150,733 千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１　トレーディング損益のうち、外国為替

取引の内訳は次のとおりであります。

 ※１　トレーディング損益のうち、外国為替

取引の内訳は次のとおりであります。

 ※１　トレーディング損益のうち、外国為替

取引の内訳は次のとおりであります。

クォート収益 578,373千円

取引手数料相当額 342,102千円

スワップ収益 216,072千円

自己ディーリング損益 22,151千円

　　　　　計 1,158,700千円

クォート収益   644,977千円

取引手数料相当額  346,943千円

スワップ収益 201,297千円

自己ディーリング損益 13,216千円

　　　　　計 1,206,435千円

クォート収益 1,196,911千円

取引手数料相当額 713,245千円

スワップ収益 437,975千円

自己ディーリング損益 27,604千円

　　　　　計 2,375,737千円

 (追加情報)

 　　　トレーディング損益(外国為替取引)に

ついては、同取引が平成17年７月１日付

で施行された改正金融先物取引法にて店

頭金融先物取引と位置付けられたことに

より、今後さらなる市場拡大と社会的認

知度の向上が見込まれるため、開示の明

瞭性に一層配慮すべく、当中間連結会計

期間よりその内訳を表示することと致し

ました。なお、前中間連結会計期間及び

前連結会計年度における当該内訳は次の

とおりであります。

 

  　〔前中間連結会計期間〕

クォート収益 564,864千円

取引手数料相当額 239,546千円

スワップ収益 151,727千円

自己ディーリング損益 24,564千円

 　　　　　計 980,702千円 

 

　　〔前連結会計年度〕

クォート収益 1,066,383千円

取引手数料相当額 521,060千円

スワップ収益 399,805千円

自己ディーリング損益 37,588千円

 　　　　　計 2,024,838千円

 

 (追加情報)

 　　　トレーディング損益(外国為替取引)に

ついては、同取引が平成17年７月１日付

で施行された改正金融先物取引法にて店

頭金融先物取引と位置付けられたことに

より、今後さらなる市場拡大と社会的認

知度の向上が見込まれるため、開示の明

瞭性に一層配慮すべく、当連結会計年度

よりその内訳を表示することと致しまし

た。なお、前連結会計年度における当該

内訳は次のとおりであります。

 

クォート収益 1,066,383千円

取引手数料相当額 521,060千円

スワップ収益 399,805千円

自己ディーリング損益 37,588千円

 　　　　　計 2,024,838千円 

 ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

 ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

 ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

取引関係費 362,428千円

人件費 690,488千円

事務費 61,043千円

不動産関係費 322,052千円

減価償却費 79,413千円

連結調整勘定償却額 735千円

取引関係費 633,891千円

人件費  940,652千円

事務費 117,786千円

不動産関係費  367,415千円

減価償却費 91,735千円

貸倒引当金繰入額 5,621千円

のれん償却額  429千円

取引関係費 1,023,589千円

人件費 1,642,648千円

事務費 143,864千円

不動産関係費  614,046千円

減価償却費 180,159千円

貸倒引当金繰入額 6,316千円

連結調整勘定償却額  1,308千円

※３　　　　──────── ※３　　　　──────── ※３　固定資産等除却損の内訳

建物 8,620千円

器具及び備品 518千円

原状回復費用  2,755千円

計 11,894千円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※４　　　　――――――――  ※４　減損損失

 場所 用途 種類 

　本社（東京

　都港区）
証券システム ソフトウェア 

 ※４　減損損失

 場所 用途 種類 

　本社（東京

　都港区）

中国株式

システム 
ソフトウェア 

 （減損損失の認識に至った経緯）

  開発中のオンライン証券取引システム及

びハンセン指数先物取引システムについて、

開発中止の意思決定を行ったため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減損損失を

計上致しました。

 （減損の金額）

 種類 金額（千円） 

 ソフトウェア 303,729 

 （減損損失の認識に至った経緯）

  中国株式システムが使用されている中国

株式事業の経営環境が著しく悪化し、営業

損失が経常的に発生し、収益の見込みが低

いことから減損損失処理を実施しました。

 

 （減損の金額）

 種類 金額（千円） 

 ソフトウェア 27,744 

  (資産のグルーピングの方法）

  事業の種類ごとにグルーピングを行って

おります。

 （回収額の算定方法）

  回収可能額は正味売却価格により測定し

ており、合理的な処分価額を零として測定

しております。

  (資産のグルーピングの方法）

  事業の種類に地域性を加味してグルーピ

ングを行っています。

 （回収額の算定方法）

  回収可能額は正味売却価格により測定し

ており、合理的な処分価額を零として測定

しています。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）
 
 　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数株）

当中間連結会計期
間減少株式数株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 236,850 1,494 － 238,344

合計 236,850 1,494 － 238,344

自己株式     

普通株式 3 － － 3

合計 3 － － 3

 　　（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加1,494株は新株予約権の権利行使による増加であります。

 

 　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 区分  新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連

結会計期

間末残高

（千円）

前連結会

計年度末

当中間連

結会計期

間増加 

当中間連

結会計期

間減少 

当中間連

結会計期

間末 

 提出会社

（親会社）

ストック・オプションと

しての新株予約権
 普通株式 3,000 10,069 1,494 11,575 7,576

連結子会社  －  － － － － － －

合計  － － － － － 7,576

 　（注）１．ストック・オプションとしての新株予約権の当中間会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであり

　　　　　　ます。

 　　　　２．ストック・オプションとしての新株予約権の当中間会計期間減少は、新株予約権の権利行使によるもので

　　　　　　あります。

 　　　　３．上表の新株予約権のうち、権利行使期間が到来していないものは10,069株であります。

 

 　　３．配当に関する事項

 　　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会 
 普通株式 94,738  400  平成18年３月31日  平成18年６月27日

 

 　　（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

 　　　　　該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 16,332,661千円

外国為替取引顧客分別金信

託額
△12,859,000千円

現金及び現金同等物 3,473,661千円

現金及び預金勘定     14,225,686千円

外国為替取引顧客分別金信

託額
 △10,902,000千円

現金及び現金同等物    3,323,686千円

現金及び預金勘定 13,646,016千円

外国為替取引顧客分別金信

託額
△10,766,000千円

現金及び現金同等物 2,880,016千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

建物 6,280 1,988 4,291

器具及び
備品

284,320 89,930 194,390

ソフト
ウェア

22,504 5,438 17,065

合計 313,105 97,358 215,746

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

建物 6,280 3,244 3,035

器具及び
備品

278,424 144,339 134,084

ソフト
ウェア

91,638 45,658 45,979

合計 376,342 193,243 183,099

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

建物 6,280 2,616 3,663

器具及び
備品

278,424 115,803 162,620

ソフト
ウェア

22,504 7,689 14,815

合計 307,208 126,109 181,098

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 62,542千円

１年超 160,785千円

合計 223,328千円

１年内 75,403千円

１年超 118,258千円

合計 193,662千円

１年内 61,939千円

１年超 127,648千円

合計 189,588千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料及び減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 35,775千円

減価償却費相当額 31,704千円

支払利息相当額 5,957千円

支払リース料       43,079千円

減価償却費相当額      38,327千円

支払利息相当額     5,250千円

支払リース料       67,240千円

減価償却費相当額      59,540千円

支払利息相当額       10,473千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

 

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　　 　同左

 

 

 

 （減損損失について）

　　　　　　　　　 同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

 

 

　　　　　　　──────── 

－ 32 －



②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

　１.その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額　　（千円）

差額（千円）

株式 4,661 5,084 423

合計 4,661 5,084 423

　２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他の有価証券  

 　非上場株式 19,488

合計 19,488

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

　１.その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額　　（千円）

差額（千円）

(1) 株式 4,661 6,533 1,872

(2) 債券    

　　　社債 50,000 48,405 △1,595

合計 54,661 54,938 277

　２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他の有価証券  

 　非上場株式 223,075

 　投資事業組合出資　（注） 120,976

合計 344,052

 （注）投資事業組合が保有するその他有価証券の時価評価による評価差額の持分相当額△4,023千円を含んでおりま

　　 す。
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

　１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1) 株式 557,543 937,795 380,252

(2) 債券    

 　   社債 50,000 46,600 △3,400

合計 607,543 984,395 376,852

 

　２.時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他の有価証券  

 　非上場株式 103,568

 　投資事業組合出資 100,000

合計 203,568

③　デリバティブ取引

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

 

④　ストック・オプション等

 　 EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

 
証券取引事
業（千円）

外国為替取
引事業
（千円）

システム販
売等事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益及び営業損益       

営業収益       

(1）外部顧客からの営業収益 642,883 1,158,700 186,761 1,988,345 － 1,988,345

(2）セグメント間の内部営業収

益
－ － 374,564 374,564 △374,564 －

計 642,883 1,158,700 561,326 2,362,910 △374,564 1,988,345

営業費用 592,673 423,862 522,925 1,539,461 122,378 1,661,839

営業利益又は営業損失（△） 50,209 734,838 38,401 823,449 △496,942 326,506

  （注）１．事業区分の方法

　事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な取引の種類 

　証券取引事業……………日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等

　外国為替取引事業………外国為替証拠金取引、通貨オプション取引等

　システム販売等事業……システムの受託開発、販売並びに保守等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は484,543千円であり、その主なもの

は当社の総務部・経理部並びに業務部等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 
証券取引事
業（千円）

外国為替取
引事業
（千円）

システム販
売等事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益及び営業損益       

営業収益       

(1）外部顧客からの営業収益 1,037,371 1,206,435 286,515 2,530,322 － 2,530,322

(2）セグメント間の内部営業収

益
－ － 276,772 276,772 △276,772 －

計 1,037,371 1,206,435 563,287 2,807,094 △276,772 2,530,322

営業費用 1,124,855 447,895 674,807 2,247,559 247,290 2,494,849

営業利益又は営業損失（△） △87,484 758,540 △111,520 559,535 △524,062 35,473

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な取引の種類 

  証券取引事業……………日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等

　外国為替取引事業………外国為替証拠金取引、通貨オプション取引等

　システム販売等事業……システムの受託開発及び販売並びに保守、投資顧問業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は517,805千円であり、その主なもの

は当社の総務部・経理部並びに業務部等の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日） 

 
証券取引事
業（千円）

外国為替取
引事業
（千円）

システム販
売等事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益及び営業損益       

営業収益       

(1）外部顧客からの営業収益 2,012,529 2,375,737 1,059,319 5,447,587 － 5,447,587

(2）セグメント間の内部営業収

益
－ － 828,324 828,324 △828,324 －

計 2,012,529 2,375,737 1,887,644 6,275,911 △828,324 5,447,587

営業費用 1,741,255 738,883 1,693,408 4,173,548 421,097 4,594,645

営業利益又は営業損失（△） 271,274 1,636,854 194,235 2,102,363 △1,249,422 852,941

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な取引の種類

　証券取引事業……………日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等

　外国為替取引事業………外国為替証拠金取引、通貨オプション取引等

　システム販売等事業……システムの受託開発及び販売並びに保守、投資顧問業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,220,476千円であり、その主なも

のは当社の総務部・経理部並びに業務部等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

　　　　　（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 66,133.51円

１株当たり中間純利益

金額
2,123.78円

１株当たり純資産額  22,434.71円

１株当たり中間純損失

金額
475.56円

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株当たり中間純利益

金額　　　　　　      2,094.99円 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式が存在する

ものの１株当たり中間純損失であるた

め、記載しておりません。

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日付で株式

１株につき２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中間連結会計

期間及び前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下のとおり

となります。

　当社は、平成17年７月20日付で株式

１株につき２株、平成18年３月１日付

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。

前中間連結会計
期間

前連結会計年度

１株当たり純資
産額

１株当たり純資
産額

42,057.88円 43,033.45円

１株当たり中間
純利益金額

１株当たり当期
純利益金額

1,496.31円 2,468.99円

　なお、潜在株
式調整後１株当
たり中間純利益
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。
 
 

　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  14,344.49円

１株当たり当期純利益

金額
 823.00円
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（注）　１株当たり中間（当期）純利益（△損失）金額及び潜在株式調整後１株当り中間（当期）純利益金額の算定上の

基礎は以下のとおりであります。

 

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益（△損
失）金額 

   

中間（当期）純利益（△損失）

（千円）

142,792 △112,944 481,927

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） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（△損失）（千円）
142,792 △112,944 451,927

普通株式の期中平均株式数（株） 67,235 237,495 219,229

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 

   

中間(当期)純利益調整額　(千円) － － －

普通株式増加数（株） 924 － 3,225

（うち新株予約権） （924） －  （3,225）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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18年６月27日定時

株主総会決議に基づく

新株予約権10,069株。

  ────────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成18年３月31日）

(当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に

ついて）　　　　　

　当社は、顧客資産の分別保管に係る一時的

な立替資金及び証券取引所との受払いに係る

一時的な立替資金を調達するため、株式会社

UFJ銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結することを取締役会において決

議し、平成17年10月３日に契約を締結致しま

した。　

 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額: 8,000,000千円

 
 契約期間

　平成17年10月３日～平成18年10月２日

　　　　　――――――――――

 

 

 
 

（吸収分割について）

　当社は、平成18年３月24日開催の取締役会

において、経営管理と事業の分離及びグルー

プ戦略の効率化を目的として、持株会社制へ

移行することを決議致しました。

　これを受けて、当社は、同年４月12日付で

トレイダーズ証券分割準備株式会社を設立し、

同年５月19日付で、同社と、同社に証券取引

事業及び外国為替取引事業を包括的に承継さ

せる吸収分割契約を締結致しました。吸収分

割契約書は、同年６月27日開催の第７回定時

株主総会において承認されております。

 なお、トレイダーズ証券分割準備株式会社の

概要は次のとおりであります。

本    店：東京都港区六本木一丁目６番１号

代 表 者：代表取締役 金丸 勲

資 本 金：金120百万円

主要株主：トレイダーズ証券株式会社（出資

比率100％）

主要な事業内容：

吸収分割により、当社から証券取引事業及び

外国為替取引事業を承継するために必要な準

備に係る業務

 

（ストックオプションについて）

　平成18年５月19日開催の取締役会決議に基

づき、本定時株主総会に、当社取締役及び使

用人の業績向上に対する意欲や士気を高め、

もって企業価値を向上させることを目指して、

第８号議案として「ストックオプションとし

て新株予約権を発行する件」を上程致しまし

た。

　なお、財務諸表への影響額については、株

式報酬費用として、平成18年７月１日から平

成20年６月30日までの２年間に197,737千円発

生する見込みです。

　発行する新株予約権の要領は次の通りであ

ります。

(1) 新株予約権割当の対象者

　　当社取締役及び使用人とする。

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　　当社普通株式14,200株を上限とする。

　　　但し、当社が株式分割または株式併合

　　を行う場合は、本新株予約権のうち、当

　　株式分割または株式併合の時点において

　　行使されていない新株予約権につき、次

　　の算式によりその目的となる株式の数の

　　調整を行い、調整の結果生じる１株未満

　　の端株は、これを切り捨てる。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 

　　　また、新株予約権発行日後に、当社が

他社と合併、会社分割、資本減少または

これらに準じる行為を原因として株式数

を調整する必要を生じたときは、合理的

な範囲内で、当該株式数を適切に調整す

る。
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前中間連結会計期間

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成18年３月31日）

   (3) 発行する新株予約権の個数

　14,200個を上限とする。

　新株予約権１個当たりの目的となる株

式数は１株とする。但し、前項(1)に定め

る株式数の調整を行った場合は、新株予

約権１個当たりの目的となる株式数につ

いても同様の調整を行う。

 (4) 新株予約権と引換えに払込む金額

　株主総会の委任に基づいて募集事項を

決定することができる新株予約権につい

ては、金銭の払込みを要しない。

(5) 権利行使価額

   ①　新株予約権１個当たりの払込金額は、

次により決定される１株当たりの払込金

額（以下「払込金額」という。）に、新

株予約権１個当たりの株式数を乗じた金

額とする。

１株当たりの払込金額は、新株予約権を

発行する日の属する月の前月の各月（取

引が成立していない日を除く）における

大阪証券取引所における当社株式の普通

取引の終値の平均値に1.2を乗じた金額

（１円未満の端数は切り捨てる）とする。

但し、当該金額が新株予約権発行日の前

営業日（平成18年６月26日）の終値（取

引が成立していない場合は、その前営業

日の終値）を下回る場合は、当該終値と

する。

   ②　新株予約権の発行後、当社が株式分割

または株式併合を行う場合は、それぞれ

の効力発生のときをもって次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り捨てる。なお、合

併、会社分割、資本減少またはこれらに

準じる行為を原因として、行使価額を調

整する必要を生じたときも、当該算式に

準じて行使価額を調整する。

調整後払込

金額
＝
調整前払込

金額
×

１

分割・併合の比率
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前中間連結会計期間

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成18年３月31日）

      ③　新株予約権の発行後、行使価額を下回

る価額で新株式の発行又は自己株式の処

分（新株予約権の行使によって新株を発

行する場合を除く。）を行う場合は、次

の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り捨てる。

既発行

株式数
＋

新規発行株式数 × １株当

たり払込金額

調整後

払込金

額

＝

調整前

払込金

額

×

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増

加株式数

なお、上記の算式において、「既発行株

式数」とは、当社の発行済普通株式総数

から、当社が保有する自己株式数を控除

した数とし、また、自己株式の処分を行

う場合には、「新規発行株式数」を「処

分する自己株式数」に読み替える。

さらに、上記のほか、割当日後に他の種

類株式の普通株主への無償割当等、権利

行使価額の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、かかる割当又は

配当等の条件等を勘案の上、合理的な範

囲内でこれを調整する。

(6) 権利行使期間

　　平成20年７月１日から平成21年６月30日

　まで。 

 (7) 行使条件

   ①　新株予約権者は、権利行使の時点にお

いて当社又は当社子会社の取締役又は使

用人でなければならない。但し、新株予

約権の割当を受けた者が取締役である場

合は、権利行使の時点において当社又は

当社子会社の取締役でなければならない。

   ②　権利行使の時点で、当社の株価が

250,000円（当該金額は、行使価額の調整

を行うべき事由が生じたときは、行使価

額の調整と同様の方法により調整を行

う。）以上でなければならない。

   ③　新株予約権を相続の対象とすることは

できない。

   ④　新株予約権を質権その他の担保権の目

的とすることはできない。

   ⑤　その他の権利行使の条件は、当社取締

役会の決議に基づき、当社と新株予約権

者との間で締結する新株予約権割当契約

による。

 (8) 新株予約権の譲渡

新株予約権は譲渡することはできない。
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前中間連結会計期間

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成18年３月31日）

   (9) 新株予約権の取得の事由及び条件

   ①　当社が消滅会社となる合併又は当社が

完全子会社となる株式交換もしくは株式

移転の議案が当社株主総会で承認された

場合、当社は無償で新株予約権を取得す

ることができる。

   ②　新株予約権の割当を受けた者が、当社

取締役会決議又は同決議に基づく新株予

約権割当契約書において定める権利を行

使する条件に該当しなくなった場合及び

新株予約権を喪失した場合は、当社は当

該新株予約権を無償で取得することがで

きる。

 (10) 新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準

備金の額

   ①　新株予約権の行使により株式を発行す

る場合における増加する資本金の額は、

会社計算規則第40条第１項によって算出

される資本金等増加限度額の２分の１の

金額とし、計算の結果生じた１円未満の

端数は、これを切上げる。

   ②　新株予約権の行使により株式を発行す

る場合における増加する資本準備金の額

は、上記①の資本金等増加限度額から、

上記①に定める増加する資本金の額を減

じた額とする。

 

（子会社の合併について） 

当社連結子会社トレイダーズフィナンシャ

ルシステムズ株式会社（以下「連結子会社」

といいます。）は、平成18年５月16日付で、

既存の業務提携先であるＳＢＩテクノロジー

株式会社と、合併に関する基本合意を行い、

同年６月14日には、同社と、連結子会社を存

続会社とする吸収合併方式による合併契約を

締結致しました。 

　また、当社は、現時点で連結子会社の株式

を58.44％保有しておりますが、連結子会社は、

上記の合併に際して新株3,654株を発行し、こ

れを効力発生日前日の株主（連結子会社を除

く）に割り当てるため、当社の議決権比率は

44.30％に低下します。この結果、連結子会社

は持分法適用会社に変更となる予定です。 

　なお、合併比率は、連結子会社１に対して

ＳＢＩテクノロジー株式会社0.01218であり、

これは、両社株式のそれぞれの直近譲渡価格

を参考に、公正な第三者機関が株式価値を算

定した上で決定したものであります。
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平成19年３月期　中間期連結決算資料

 

１.手数料収入

（1）科目別内訳

                                                                    　                     （単位：百万円）

 当年度中間期 前年度中間期 前年同期比  前　年　度

　委　　託　　手　　数　　料     

 　　（株　　　　　券） 134 95 39 444

 　　（債　　　　　券） － 0 0 0

 　　（受　益　証　券） 0 1 0 0

 　　（そ　　の　　他） 853 532 320 1,482

　募集・売出の取扱手数料     

　　 （株　　　　　券） － 0 0 0

 　　（債　　　　　券） － － － －

（受　益　証　券） 1 － 1 －

 そ の 他 の 受 入 手 数 料 29 0 28 10

 　　　　合　　　計 1,019 631 387 1,939

 

（2）商品別内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 当年度中間期 前年度中間期 前年同期比  前　年　度

 株               　　  券 134 96 37 445

 債                　　 券 － 0 0 0

 受     益　    証   　 券 27 1 26 4

 そ 　     　の　   　  他 856 532 323 1,489

 合　　　計 1,019 631 387 1,939

 
 

２.トレーディング損益

                                                                                           （単位：百万円）

 当年度中間期 前年度中間期 前年同期比  前　期

 株券等トレーディング損益 － 0 0 －

 債券等トレーディング損益 － － － －

 その他のトレーディング損益     

　　株価指数先物トレーディング損益 △1 △7 5 △10

　　外国為替トレーディング損益 1,206 1,158 47 2,375

    その他 △7 9 △16 35

 合　　 計 1,197 1,160 36 2,400

－ 43 －



 

3.有価証券の売買等の状況

 　

①株券

   （単位：百万円）

区　　分 当年度中間期 前年度中間期 前年同期比 前　年　度

 現　物　取　引 22,254 16,774 5,479 68,619

受 託 信　用　取　引 24,766 13,205 11,560 77,596

   合　　計 47,020 29,979 17,040 146,215

 現　物　取　引 824 2 821 555

自 己 信　用　取　引 － － － 9

   合　　計 824 2 821 565

 現　物　取　引 23,079 16,777 6,301 69,175

合 計 信　用　取　引 24,766 13,205 11,560 77,606

    合　　計 47,845 29,982 17,862 146,781

 

②債券

 （単位：百万円）

区　　分 当年度中間期 前年度中間期 前年同期比  前　年　度

 額面金額  額面金額 額面金額   額面金額 

受　　　託 － 85 △85 110

自　　　己 － － － －

合　　　計 － 85 △85 110

 

③受益証券

  （単位：百万円）

区　　分 当年度中間期 前年度中間期 前年同期比  前　年　度

  額面金額  額面金額 額面金額    額面金額 

 受　　　託 23,559 5,156 18,402 44,581

 自　　　己 － － － －

 合　　　計 23,559 5,156 18,402 44,581

 

－ 44 －



④株価指数先物・オプション取引

　　 （単位：百万円）

区     分 当年度中間期 前年度中間期  前年同期比 前　年　度

  先　物　取　引 15,150,708 5,169,841 9,980,866 21,169,288

受 託 オプション取引 56,211 28,125 28,085 88,025

 合　　計 15,206,920 5,197,967 10,008,952 21,257,313

  先　物　取　引 1,414 28,401 △26,986 122,924

自 己 オプション取引 － 5 △5 6

  合　　計 1,414 28,406 △26,992 122,930

  先　物　取　引 15,152,123 5,198,243 9,953,879 21,292,212

   合 計 オプション取引 56,211 28,130 28,080 88,031

  合　　計 15,208,334 5,226,374 9,981,960 21,380,244

 

 

⑤外国為替取引

                                                                                         （単位：百万円）

区     分  当年度中間期  前年度中間期   前年同期比 前　年　度

  米ドル　　 （百万ドル） 16,229 10,833 5,396 23,918

  ユーロ　　 （百万ユーロ） 3,719 3,861 △141 6,516

  英ポンド   （百万ポンド） 3,543 2,098 1,445 3,791

  豪ドル     （百万ドル） 2,360 2,313 47 3,871

  ニュージーランドドル（百万ドル） 2,375 2,183 192 5,474

  南アフリカランド  （百万ランド） 2,691 773 1,918 2,781

  香港ドル　　（百万ドル） 89 － 89 24

 

4.その他の業務

 

①有価証券の引受、売出、募集、売出の取扱高及び私募の取扱業務の状況

(単位：百万円)

区     分   当年度中間期  前年度中間期  前年同期比  前　年　度

 　株　　   券 － － － －

引　受　高 　債   　　券 － － － －

  　受 益 証 券 － － － －

 

売　出　高

  

　株　　   券 － － － －

　債   　　券 － － － －

　受 益 証 券 － － － －

 　株　　   券 － － － －

募集の取扱高 　債   　　券 － － － －

  　受 益 証 券 4 － 4 －

 　株　　   券 － 17 △17 17

売出の取扱高 　債   　　券 － － － －

  　受 益 証 券 470 － 470 －

 　株　　　 券 － － － －

 私募の取扱高　債 　　　券 － － － －

 　受 益 証 券 12,384 － 12,384 44,557

－ 45 －



②有価証券の保護預り業務の状況

                                                                                         

 区     分  当年度中間期 前年度中間期 前年同期比 前　年　度

  株　券  （千　株） 4,992 2,655 2,337 11,834

 内国有価証券  債　券　（百万円） 1 － 1 －

  受益証券（百万口） 11,341 9,982 1,358 5,000

  株　券  （千　株） 197 4,811 △4,614 3,123

 外国有価証券  債　券　（百万円） － － － －

  受益証券（百万口） 0 － 0 －

 

　

 5.自己資本規制比率

（単位：百万円）

 
 

当年度中間期 前年度中間期  前 期 末

　基本的項目　　　　　　　　　　　　　　(A) 5,590 5,377 5,861

 　その他有価証券評価差額金等 5 0 223

　補完的項目 　証券取引責任準備金等 24 9 25

 　一般貸倒引当金 10 1 4

   短期劣後債務 － － －

　　　　　　　　　　　 計　　　　　(B) 39 10 252

　控除資産計　　　　　　　　　　　　　　 　(C) 1,791 1,374 1,728

　固定化されていない自己資本の額

　(A)+(B)-(C) 　　　　　　　　　　　　   　(D)
3,838 4,013 4,385

 　市場リスク相当額 76 73 174

　リスク相当額 　取引先リスク相当額 176 88 144

 　基礎的リスク相当額 1,042 634 845

　　　　　　　　　　　 計　　　　　(E) 1,294 795 1,163

　自己資本規制比率 　(D)　/　(E)　×　100 296.6% 504.7% 377.0％

 

 (注)上記は証券取引法の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」(平成13年内閣府令第23号)

 　　の定めにより、決算数値を基に算出しております。

 

 

 

 

－ 46 －



(参考資料）連結損益計算書の四半期推移

 (単位;百万円)

科　　目 前年度第２四半期前年度第３四半期前年度第４四半期当年度第１四半期当年度第２四半期

 
17. 7.  1

 17. 9. 30 

17. 10.  1

 17. 12. 31 

18. 1.  1

 18. 3. 31 

18. 4.  1

 18. 6. 30 

18. 7.  1

 18. 9. 30 

営  業  収  益 1,162 1,560 1,898 1,361 1,169

　受入手数料 388 691 616 544 475

　トレーディング損益 660 711 528 675 521

   　証券取引 △7 △3 － － △1

   　外国為替取引 658 684 532 689 517

 　  その他 9 29 △3 △13 6

　システム販売等収入 106 141 730 126 159

金　融　収　益 7 16 22 14 12

金  融  費  用 13 22 29 21 16

売　上　原　価 24 35 600 111 65

　 純 営 業 収 益 1,125 1,503 1,268 1,228 1,086

販売費及び一般管理費 862 1,128 1,116 1,109 1,170

 　取引関係費 197 299 361 323 310

 　人件費 371 469 482 483 457

 　不動産関係費 174 178 113 133 234

 　事務費 29 46 35 57 60

 　減価償却費 43 48 52 44 47

 　その他 45 84 71 67 60

　 営 業 利 益（△損 失） 262 375 151 119 △84

営 業 外 収 益 △4 5 4 0 10

営 業 外 費 用 25 16 5 9 3

　 経 常 利 益（△損 失） 232 364 150 110 △76

特  別  利　益 48 58 82 193 4

特　別　損　失 3 8 98 21 310

　税金等調整前四半期純利益

（△損失）
277 414 134 282 △382

　法人税・住民税及び事業税 125 181 63 123 △91

　法人税等調整額 15 △24 △23 26 12

  少数株主利益（△損失） － － 12 △2 △54

　四半期純利益（△損失） 136 257 81 135 △248

－ 47 －


