
平成19年３月期   個別中間財務諸表の概要

 

                    平成18年11月14日

上場会社名 トレイダーズホールディングス株式会社

コード番号 ８７０４

(URL　http://www.tradershd.com)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長　　 氏名　小池　一弘　 　 

問合せ先責任者　役職名 常務取締役ＣＦＯ 　氏名　新妻　正幸　    　TEL 03-5114-0344　 

決算取締役会開催日 平成18年11月14日 配当支払開始日　　――――――

単元株制度採用の有無 無

米国会計基準採用の有無

 

無

 

１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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。

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 2,244 21.6 2,205 21.0 153 △55.2 162 △39.0

17年９月中間期 1,845 26.6 1,823 25.4 343 62.4 265 26.4

18年３月期 4,432  4,358  710  630  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 47 △73.5 201 67 200 05

17年９月中間期 180 60.1 2,687 21 2,650 78

18年３月期 441  1,878 08 1,850 86

（注）①期中平均株式数 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、純営業利益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益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）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 37,237 5,593 15.0 23,437 41

17年９月中間期 32,727 5,377 16.4 68,112 28

18年３月期 37,652 5,861 15.6 24,620 46

（注）①期末発行済株式数 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期末自己株式数 18年９月中間期 3株 17年９月中間期 －株 18年３月期 3株

      ③「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。

      ④「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）/ 期末発行済株式数

２．平成19年３月期の業績予想（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 2,470 130 50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　210円 16銭
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３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 400.0 － 400.0

19年３月期（実績） － － － － －
250.0

19年３月期（予想） － － － 250.0 －

 

※　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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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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   15,964,939   14,075,339   13,369,256  

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  72,060 4,581,060  71,060 4,131,060  

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

４．売掛金   325   －   －  

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) その他の差入保証
金 

 53,732 9,488,708  16,837 13,084,838  30,977 13,064,132  

７．前払費用   70,005   120,419   108,307  

８．繰延税金資産   14,524   6,336   32,545  

９．未収入金   61,134   10,151   26,100  

10．その他 ※６  93,266   470,126   151,107  

貸倒引当金   △1,298   △10,639   △4,936  

流動資産合計   31,524,991 96.3  35,660,781 95.8  35,403,365 94.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  53,687 0.2  71,945 0.2  75,466 0.2

２．無形固定資産   177,485 0.5  239,871 0.6  277,568 0.8

３．投資その他の資産   971,476 3.0  1,264,422 3.4  1,895,710 5.0

固定資産合計   1,202,648 3.7  1,576,239 4.2  2,248,745 6.0

資産合計   32,727,640 100.0  37,237,020 100.0  37,652,110 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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   3,999,052   3,423,338   

(2）その他の預り金  49,867 2,701,701  102,577 4,101,630  224,835 3,648,174  

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   899,998   480,000   1,220,000  

５．一年内返済予定長期
借入金 

  66,720   144,560   133,440  

６．未払金   －   12,281   47,655  

７．未払法人税等   140,981   38,381   268,766  

８．未払費用   54,643   124,604   155,360  

９．その他   5,919   8,301   15,198  

流動負債合計   27,063,914 82.7  31,541,940 84.7  31,490,367 83.6

Ⅱ　固定負債           

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

２．退職給付引当金   9,232   10,268   10,044  

３．繰延税金負債   －   －   131,710  

固定負債合計   275,792 0.8  76,668 0.2  274,874 0.7

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   27,350,176 83.5  31,643,348 85.0  31,790,828 84.4
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,803,576 8.6  － －  2,803,576 7.5

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  2,090,064   －   2,090,064   

資本剰余金合計   2,090,064 6.4  － －  2,090,064 5.5

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処分
利益

 483,573   －   744,629   

利益剰余金合計   483,573 1.5  － －  744,629 2.0

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   5,377,464 16.5  － －  5,861,282 15.6

負債・資本合計   32,727,640 100.0  － －  37,652,110 100.0

           

（純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 　１．資本金   － －  2,830,965 7.6  － －

 　２．資本剰余金           

 　　(1) 資本準備金  －   2,090,064   －   

 　　　資本剰余金合計   － －  2,090,064 5.6  － －

 　３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余
　　金

          

 　　　　繰越利益剰余金  －   667,786   －   

 　　　利益剰余金合計   － －  667,786 1.8  － －

   ４．自己株式   － －  △498 △0.0  － －

 　　株主資本合計   － －  5,588,317 15.0  － －

 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  － －

 　　純資産合計   － －  5,593,672 15.0  － －

 　　負債純資産合計   － －  37,237,020 100.0  － －

           

－ 5 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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．その他の営業収益   43,978   200   44,174  

営業収益計   1,845,563 100.0  2,244,006 100.0  4,432,441 100.0

Ⅱ　金融費用   21,814 1.2  38,110 1.7  73,590 1.7

純営業収益   1,823,748 98.8  2,205,896 98.3  4,358,851 98.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,480,423 80.2  2,052,181 91.5  3,647,984 82.3

営業利益   343,325 18.6  153,715 6.8  710,866 16.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息及び配当金  2,263   9,242   6,774   

２．為替差益  16,803   －   21,518   

３．その他  111 19,179 1.0 3,555 12,798 0.6 271 28,564 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１．新株発行費  38,665   －   40,664   

２．公開関連費  58,163   －   68,163   

３．為替差損  －   1,201   －   

４．その他  26 96,856 5.2 3,224 4,425 0.2 71 108,899 2.4

経常利益   265,648 14.4  162,088 7.2  630,531 14.2

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  －   193,249   －   

２. 関係会社株式売却

 益 
 49,500 49,500 2.7 － 193,249 8.6 205,700 205,700 4.6

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産等除却損 ※４ －   －   11,078   

２．証券取引責任準備金

繰入額
 5,545   11,906   20,662   

３．過年度消費税額  －   －   30,235   

４．減損損失 ※５ －   －   27,744   

５．子会社損害賠償金  － 5,545 0.3 245,192 257,098 11.4 － 89,722 2.0

税引前中間（当期）純

利益
  309,602 16.8  98,238 4.4  746,509 16.8

法人税、住民税及び事

業税
 132,148   30,938   350,597   

過年度法人税等  －   －   △10,682   

法人税等調整額  △3,220 128,928 7.0 19,405 50,343 2.3 △35,136 304,778 6.8

中間（当期）純利益   180,674 9.8  47,895 2.1  441,730 10.0

前期繰越利益   302,898   －   302,898  

中間（当期）未処分利

益
  483,573   －   744,629  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（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 その他の利益剰余金

資本準備金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
2,803,576 2,090,064 744,629 △498 5,637,771

中間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   47,895  47,895

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
     

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
27,389 － △76,843 － △49,453

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,830,965 2,090,064 667,786 △498 5,588,317

評価・換算差額等

新株予約権 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 － 5,861,282

中間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    47,895

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△225,732 △225,732 7,576 △218,156

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△225,732 △225,732 7,576 △267,610

平成18年９月30日　残高

（千円）
△2,221 △2,221 7,576 5,593,672

－ 7 －



中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

 ――――――――

(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。

(1）有価証券

　　売買目的有価証券

同左

　　子会社株式

　移動平均法による原価法を

採用しております。

　　子会社株式

同左

　　子会社株式

同左

　　その他有価証券

時価のあるもの

　中間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

　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

 (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

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　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年～15年

器具及び備品　５年～15年

(1）有形固定資産

同左

　　

　　

 (1）有形固定資産

同左

 　　　　

(2）無形固定資産

　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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．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、

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。

(1）貸倒引当金

同左

 (1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支払に備

えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間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

　従業員の退職給付の支払に備

えるため、当期末における退職

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

　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

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

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。

　　　　　　同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

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。

５．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。

　　　　　　同左  　　　　　　同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の処理方法

　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

費税は発生事業年度の期間費用とし

ております。

 消費税等の処理方法

 　　　　　　同左　
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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)

  当事業年度より、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。これにより税引前当期純利益は

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

5,586,096千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                      　　　  61,411千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                      　　　   80,188千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
 　                　　         70,410千円

※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

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。この契約に基づく当中間会計期間末

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。この契約に基づく当事業年度末の借

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

 　５　　　　　――――――――  　５　　　　　――――――――  　５　偶発債務

       債務保証

　次の子会社について、金融機関から

の借入に対し、債務保証を行っており

ます。

保証先 金額

 （千円） 

内容 

トレイダーズフィナン

シャルシステムズ株）

 

300,000 

借入

債務

※６　消費税等の取扱い

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

　　殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

　　流動資産の「その他」に含めて表示して

　　おります。

※６　消費税等の取扱い

　　　　　　　　同左

※６　　　　　──────── 
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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、前中間会計期間及び前事業年

度における当該内訳は次のとおりであり

ます。

    〔前中間会計期間〕

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

 

    〔前事業年度〕

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、当事業年度より

その内訳を表示することと致しました。

なお、前事業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 354,887千円

人件費 606,859千円

事務費 59,667千円

不動産関係費 348,942千円

減価償却費 36,732千円

取引関係費    594,450千円

人件費    821,254千円

事務費    114,626千円

不動産関係費   367,028千円

減価償却費     49,556千円

貸倒引当金繰入額 5,702千円

取引関係費 1,004,235千円

人件費  1,461,080千円

事務費 175,832千円

不動産関係費 710,929千円

減価償却費 89,785千円

貸倒引当金繰入額 3,736千円

　３　減価償却実施額

　有形固定資産　　　 　　　7,468千円

  無形固定資産　　　　　　25,263千円

　 

　３　減価償却実施額

　有形固定資産　　　 　　 10,021千円

　無形固定資産　　　　　　36,128千円

　 

  ３　減価償却実施額

　有形固定資産　     　　 19,090千円

  無形固定資産　 　　   　62,695千円　

　  

※４　　　　　──────── ※４　　　　　──────── ※４　固定資産等除却損の内訳

建物    7,804千円

器具及び備品 518 　 

原状回復費用 2,755    

計    11,078千円 
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※５　　　　　────────  ※５　　　　　────────  ※５　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）

  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 14,816 

 ファイナンス・リース

 取引

12,928 

 計 27,744 

    (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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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）
 
 　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数株）

当中間会計期間
減少株式数株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 3 － － 3

合計 3 － － 3
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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、減損損失累計額相当額及

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

544,620 173,340 371,280

ソフト
ウェア

195,803 60,619 135,183

合計 746,703 235,948 510,755

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

 減損
損失累
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

547,286 284,389 11,672 251,225

ソフト
ウェア

215,053 101,850 － 113,202

合計 768,619 389,484 11,672 367,462

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

 減損
損失累
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

543,264 227,252 13,617 302,394

ソフト
ウェア

211,553 80,462 － 131,090

合計 761,097 310,331 13,617 437,148

(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等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 151,146千円

１年超 375,569千円

合計 526,716千円

１年内 152,427千円

１年超 233,673千円

合計 386,101千円

１年内 152,580千円

１年超 302,363千円

合計 454,944千円

 リース資産減損勘定の残高 10,653千円 

  

リース資産減損勘定の残高 12,928千円 

  

(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、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

支払リース料 85,413千円

減価償却費相当額 76,451千円

支払利息相当額 13,128千円

支払リース料     86,016千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,274千円

減価償却費相当額 79,153千円

支払利息相当額  10,050千円

減損損失 ー千円

支払リース料 167,455千円

減価償却費相当額 149,919千円

支払利息相当額   23,915千円

減損損失    12,928千円

(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 

(5）利息相当額の算定方法

 　　　　　　　同左　
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②　有価証券

　前中間会計期間（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）及び前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において子会社株式で時価のあるも

のはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前事業年度

　　　　　（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 68,112.28円

１株当たり中間純利益金額 2,687.21円

１株当たり純資産額     23,437.41円

１株当たり中間純利益金額 201.67円

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株当たり中間純利益金額

　　　　　　       　　　　  2,650.78円 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

　　　　　　       　　　  　  200.05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会計期間及び前事業年

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。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産

額

１株当たり純資産

額

42,947.60円 45,118.76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

1,989.15円 4,157.42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 15,039.59円

１株当たり当期純利益金額   1,385.81円
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益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)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

 １株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 180,674 47,895 441,730

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） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
180,674 47,895 411,730

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 1,927 3,225

（うち新株予約権） （924） （1,927）

　   

（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。 

────────

－ 18 －



（重要な後発事象）

前中間会計期間

　　　　　（自　平成17年４月１日

　　　　　　至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前事業年度

　　　　　（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）

当中間会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前事業年度

　　　　　（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）

当中間会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前事業年度

　　　　　（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）

当中間会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

前事業年度

　　　　　（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。
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（参考資料）個別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 1,057 1,415 1,170 1,234 1,009

　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

金　融　収　益 7 16 22 14 12

その他の営業収益 0 △2 3 0 △0

金  融  費  用 13 22 29 21 16

　純 営 業 収 益 1,044 1,393 1,141 1,213 992

販売費及び一般管理費 796 1,037 1,130 1,076 975

　 取引関係費 204 288 361 318 276

 　人件費 325 420 433 429 391

 　不動産関係費 173 182 179 191 175

 　事務費 32 55 60 55 58

 　減価償却費 19 23 29 22 26

 　その他 41 67 65 58 46

営  業  利  益 247 356 11 136 17

営 業 外 収 益 △4 5 3 0 12

営 業 外 費 用 21 11 0 4 △0

　経  常  利  益 221 350 14 132 29

特  別  利　益 49 59 96 193 △0

特　別　損　失 3 7 76 6 250

税引前四半期純利益（△損

失）
267 401 34 319 △221

  法人税・住民税及び事業税 118 175 32 122 △91

  法人税等調整額 △13 △10 △21 25 △5

  四半期純利益（△損失） 162 236 24 171 △124
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