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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 12,315 △1.8 2,145 △53.5 2,101 △56.0 1,245 982.5

18年３月期 12,539 39.2 4,617 145.3 4,779 143.3 115 －

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 78 55 78 20 12.3 3.1 17.4

18年３月期 7 70 7 64 1.2 8.1 36.8

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）財政状態

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

19年３月期 68,238 10,721 15.7 669 90

18年３月期 69,226 9,619 13.9 608 96

（参考）自己資本 19年３月期 10,721百万円 18年３月期 9,619百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △509 261 △706 3,645

18年３月期 △1,309 595 1,880 4,599

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － － 15 00 15 00 235 194.7 2.4

19年３月期 － － － － － － 20 00 20 00 320 25.5 3.1

20年３月期（予想） － － － － － － 20 00 20 00 － 13.9 －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 6,540 △8.0 1,986 0.0 1,987 △0.8 1,153 △7.7 72 09

通期 13,080 6.2 3,979 85.5 3,979 89.4 2,309 85.4 144 33
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 16,227,207株 18年３月期 16,227,207株

②　期末自己株式数 19年３月期 222,878株 18年３月期 430,278株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当期におけるわが国経済は、大企業を中心に売上高の増加に伴っての企業収益の改善や、設備投資の大幅な増加が

続くなど、企業部門においては良好な状態が続いており、好調な世界経済の回復基調にもささえられ、これまで戦後

最長であったいざなぎ景気を上回る景気回復期間となりました。

  しかしながら、一方で、雇用情勢は改善しているものの、個人所得の伸び悩みにより個人消費が停滞するなど実感

なき景気回復となりました。

  当業界におきましては、外資系証券会社の日本の商品先物市場への会員加入や日本の大手証券会社の参入検討等が

報じられましたが、商品取引員の市場撤退や、平成18年４月に東京穀物商品取引所と横浜商品取引所、12月に関西商

品取引所と福岡商品取引所、平成19年１月に中部商品取引所と大阪商品取引所が合併し、再編が進みました。また、

平成17年５月の商品取引所法の改正による勧誘行為規制の強化等の影響により、商品の時代を迎え活況に沸く海外商

品市場と比べると、日本の国内商品市場は低迷し、売買高は、前期比21.1％減の170,201千枚となりました。

  当社においては、主力である金取引が、中間期までは、地政学的リスクの高まりや、米国市場における金価格の上

昇等により、貴金属取引が人気化して好調に推移しましたが、中間期以降は、貴金属相場が米国のインフレ懸念の緩

和等により調整局面を余儀なくされました。国内商品市場の流動性の低下の影響も受け、年間の売買高（委託）は

1,985,150枚(前期比33.6％減)となり、受取手数料収入（外国為替証拠金取引含む)は11,273百万円(前期比28.6％減)

となりました。

  なお、平成19年３月９日に農林水産省並びに経済産業省より行政処分を受け、平成19年３月19日から同年４月２日

までの間、商品市場における自己の計算での取引の停止及び平成19年３月19日から同年４月16日までの間、商品取引

受託業務の停止を命ぜられましたが、当社の商品先物取引の自己取引は、平成18年２月より原則として所有する貴金

属の保険つなぎ（ヘッジ）以外の売買を行っておりません。従いまして自己の計算による取引の停止処分につきまし

ては、当期及び次期以降の経営成績に及ぼす影響はありません。

  また行政処分を受けたこと及び商品取引受託業務の停止（取引の決済を結了させる場合を除く）につきましては、

当社お客様のご支援厚く、口座の解約数も通常の場合と変わらずに推移し、手数料収入も若干の落ち込みに止まり大

きく収益を圧迫するほどではありませんでした。

  この結果、当期における営業収益は、12,315百万円（前期比1.8％減）、経常利益は、2,101百万円（前期比56.0％

減）、当期純利益は、1,245百万円（前期比982.5％増）となりました。

  次期の見通しといたしましては、商品先物市場の厳しい環境は今後も継続する見込みから、商品先物取引の収益は

当期に比較し微減を推定しておりますが、次期において営業組織の拡充や店舗の整備を計画しております外国為替証

拠金取引は当期以上の収益増が期待できるものと考えており、営業収益全体としては当期に比較し若干の増加を見込

んでおります。また、当期経常利益等を圧迫した委託者未収金に対する引当金については、四半期ごとに再評価する

予定でおりますが、現在のところ大幅な積み増しが必要であるとは考えておりません。一方、外国為替証拠金取引に

係る組織、店舗整備等の理由により、費用は当期比増加する見込みです。

  以上の理由等から、平成20年３月期における業績予想は、営業収益は13,080百万円、営業利益は3,979百万円、経常

利益は3,979百万円、当期純利益は2,309百万円を予想しております。 
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(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債、純資産の状況

　当期末の総資産は、差入保証金の減少（11,639百万円）や固定化営業債権の減少（2,588百万円）などにより、988

百万円減少し、68,238百万円（前期比1.4％減）となりました。

  負債は、短期借入有価証券の減少（3,004百万円）や預り証拠金の減少（5,575百万円）などにより、2,089百万円減

少し、57,516百万円（前期比3.5％減）となりました。

  純資産合計は、当期純利益1,245百万円の計上などにより、1,101百万円増加し、10,721百万円（前期比11.5％増）

となりました。

 ②キャッシュ・フローの状況

　当期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」が509百

万円減少し、また主に借入金の返済により「財務活動によるキャッシュ・フロー」が706百万円減少した結果,前年

度に比べ954百万円減少し、当期末には3,645百万円となりました。なお、当期におけるキャッシュ・フローの状況

は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当期において営業活動の結果支出した資金は509百万円（前期末1,309百万円の支出）となりました。これは主に

営業利益と貸倒引当金の増加及び、為替証拠金取引委託口預金増加によりものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当期において投資活動の結果得られた資金は261百万円（前期末595百万円の収入）となりました。これは主に貸

付金の回収によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当期において財務活動の結果支出した資金は706百万円（前期末1,880百万円の収入）となりました。これは主に

借入金の返済及び、配当金の支払いによるものです。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 

自己資本比率（％） 18.5 13.9 15.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
19.6 33.0 16.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
- - -

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
12,370.0 - -

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュフロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

※有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※平成17年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債がありませんので記載しておりません。

※平成18年３月期及び平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・

レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主に対する利益還元を重要な課題として認識し、財務内容及び今後の事業展開を勘案しつつ、安定的

な配当を継続して行うことを基本方針としております。 

  なお、当期の利益配当につきましては、普通配当15円に、当社が創立35周年を迎えこれを記念した記念配当分を

５円を増配した20円とする予定であります。　

　次期につきましても、当期と同じく年間20円（普通配当20円）を予定しております。
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(4）事業等のリスク

（1）商品先物取引に係る事業等のリスク

商品先物市場の取引は商品先物取引所法（以下、法という）に基づき、各取引所において規定された制度及び

ルールにより行われております。また、法により、主務大臣の許可を受けたもの（商品取引員）のみが、商品先

物取引の受託（お客様の注文の仲介）を行うことができます。　

　従いまして、商品取引員特有の事業等のリスクが存在いたします。

①　許可の取り消し　

当社は商品取引員として、農林水産省及び経済産業省所轄の取引所における上場商品の受託を行っております。

当社が法はもとより、制度、ルールに抵触する行為を為した場合、主務大臣により、許可を取り消される場合が

あります。

　また同様な事由で、定期的な、または法改正等による特別な許可更新の際に、許可の更新が受けられない場合

があります。その場合には、当社は商品先物取引の全部または一部の受託をすることができなくなります。

②　違約

各取引所の各上場商品は経済的、政治的要因等によって価格を上下させ、市場の参加者（取引員、会員）は

日々、帳入差金及び約定差金（以下、場勘定という）の清算（受け払い）を翌日(Ｔ＋１)で行います。何らかの

原因により取引所に対しての支払が滞った場合（違約）、法により即刻市場から退場しなければなりません。　

　違約が起る可能性としては、当社として委託に係る取引によるものであれ、自己の計算によるものであれ、支

払資金の不足による場合、及び可能性は低いもののシステム障害等、不慮の事故による場合が想定されます。こ

れまでの違約発生の事例（違約を起こした企業は全て廃業または倒産しております）では清算資金不足の場合だ

けであります。

③　行政処分

行政処分のうち収益に多大な悪影響を及ぼすケースとして、長期に亘る受託業務停止処分が想定されます。短

期の場合、社会的信用等の問題を別にすれば、収益に対する影響は軽微なものであると思われますが、監督官庁

が極めて悪質なルール違反等があると認定した場合には数ヶ月（実態上は①．許可取り消しと同等の重い処分）

という事例があります。

④　過怠金

当社は商品取引員の自主規制団体である社団法人日本商品先物取引協会に加盟しておりますが、業界としての

自主規制ルール（加盟各社はそのルールに準拠した社内規定である受託業務管理規則を制定しております）に抵

触した場合、過怠金の支払いを命じられる場合があります。十分な説明を行わず多大な取引をさせたり、公金取

扱者と知りながら資金に見合わない取引をさせたりした場合等、受託業務管理規則を遵守せず、不当な勧誘や取

引をさせた場合には、数百万円から数千万円の制裁を受けることになります。

⑤　紛議

当社はお客様第一主義を掲げ、無理な勧誘や取引の強要等を厳に慎むよう、日々の業務指導は勿論のこと、定

期的な研修会などにおいてもコンプライアンスとお客様の主体性を尊重するよう従業員を統制、指導しておりま

すが、基本的に受託業務管理規則に沿った取引であっても、現場において意思疎通を欠いたり、行き違いがあっ

たりすると、お客様の苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議

和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、費用が発生する場合があります。

⑥　訴訟

平成19年３月末において、商品先物取引の受託に関し、委託者と係争中が63件あり、このうち当社を被告とす

る損害賠償請求件数が37件（請求額2,010百万円）、当社が原告となる帳尻立替金請求件数が26件（請求額1,728

百万円）となっております。

　損害賠償請求に係る訴訟に対して、当社は不法行為がなかったことを主張しておりますが、いずれも現在手続

きが進行中であり、現時点で結果を予想することは困難であります。

　なお、外国為替証拠金取引に関する訴訟はありません。
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⑦　法的規制等について

平成17年５月の改正商品取引所法の施行によって、制度やルールが変更され、規制強化の方向が打ち出されて

おります。収益構造やコンプライアンスに対して、より緻密な経営が求められる現状であると認識しております。

また、変更される制度やルールに対する迅速な対応として社内の管理体制、諸制度等の整備が必要であると同時

に、企業統治の面からも、経営監視機能の強化が求められるものと考えております。

　これまで改正の法及び各種制度・ルールの内容については、当社の経営や営業方針を大きく変更させるもので

はないと認識しておりますが、今後の展開によっては当社の経営成績に影響が出る場合があります。

⑧　当社の主力商品について　

当社は貴金属を中心に業を展開しております。そのため貴金属、とりわけ金市場の値動きが乏しい場合や金に

対する投資家、投機家の関心が後退した場合には、受取手数料への影響が軽微では済まないリスクが想定されま

す。

　当社の商品先物市場における受取手数料10,283百万円のうち、金を中心とした貴金属の受取手数料は9,230百万

円と90.0％を占めております。

（2）外国為替証拠金取引に係る事業等のリスク　

今期の外国為替市場は、円キャリートレード等の影響を背景として取引は活況となりました。　

　当社が販売します外国為替証拠金取引「チャレンジャー」は23通りの組み合わせを投資家に提供することでお

客様の資力経験や取引ニーズに応えることでお客様より、よりよい信用と信頼を得ております。

①　外国為替証拠金取引預け金について

当社が平成12年７月に開始しました外国為替証拠金取引「チャレンジャー」は、預り資産の急激な増加に伴い、

海外の銀行や金融ブローカー(以下「海外取引業者」と呼ぶ。)に対する当社の預け金も増大しております。当期

における残高は21,303百万円と前期13,558百万円に比べ57.1％増加しております。当社が取引する海外取引業者

は全て、下記②の法的規制における自己資本規制比率を規定する法律においてそのリスクが最小と認められ(指定

格付)るランクでありますが、これらの海外取引業者の経営が破綻する等のことが発生した場合、当社の業績に影

響を与える可能性があります。

②　法的規制等について

当社の外国為替証拠金取引「チャレンジャー」に関する業務は、金融先物取引法及び関連法令の適用を受けて

おります。外国為替証拠金取引の業務を行うには、同法に基づき金融先物取引業者の登録をする必要があり、金

融先物取引業者は同法及び関連法令において、受託等に係る財産の区分管理、自己資本規制比率、勧誘や広告等

に関する規制を受け、これらの法律に違反することがあった場合には、業務停止などの行政処分が行われること

があります。

また、外国為替証拠金取引は、金融商品販売法、さらには、平成19年９月に施行される予定の金融商品取引法

の適用も受けることになります。

当社はこのような法的規制に対応すべく社内の管理体制、諸制度等の整備をしてまいり、コンプライアンス(法

令遵守)面においても万全の体制を整えていると考えておりますが、もしこれらの法律に違反等することがあれば

業績に少なからぬ影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況

　当社は、当社単体で運営されており、特に記載すべき企業集団等はありません。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、商品先物取引の健全な大衆化を目的に「お客様第一主義」を基本方針としております。 

　また、商品取引員企業は「サービス業」という理念に基づき、サービスを通じて社会に貢献し、社会に信頼され、

必要とされる企業づくりをめざしております。 

(2）目標とする経営指標

  当社は、株主重視の経営指標として、１株当たり純利益、自己資本純利益率、株価収益率の向上ならびに自己資

本比率、配当性向の充実を重要事項としてとらえ、経営上の意思決定を行っております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当商品先物取引業界においても委託手数料が完全自由化となり、さらに委託者保護の強化と市場の国際化を目的

とした改正商品取引所法も施行され、競争原理の導入と構造改革が厳格な形で実施されたことで、今後当業界が新

たな環境に直面することは避けられず、経営環境にも大きな変化が生まれ、営業活動に関する発想も大きく転換を

求められています。各企業がいかに顧客開拓において創意工夫を凝らし、改善に努め、営業力の維持と業務全体の

効率化こそが重要な経営課題であると思われます。 

　こうした新しい環境に対しても当社は、すでに1985年より電話や訪問による無差別勧誘を禁止した営業モデルを

確立しており、他社との差別化を図り業界をリードする投資・金融サービス企業の地位を確固たるものにしてきま

した。そして、「お客様に、商品先物取引に係るすべてのサービスを誠実に提供する企業をめざす」 という企業理

念を忠実に生かす仕事をすることが、現在の日本の商品先物業界における第一商品の存在意義を示すものになるこ

とは間違いないと確信しております。

　さらに、これまで当社が一貫して手掛け、成果を上げてきた「金地金戦略」の拡充、外国為替証拠金取引「チャ

レンジャー」の拡充、サービスの変革（ＦＡＸ、メール、月刊ピスク、セミナー、パソコン、モバイル、ホームト

レード等）や、３Ｃ（コンプライアンス・法令順守、コンセントレーション・集中、コンスタント・一貫性）等に

ついても、これまで以上に忠実に実行し、会社経営に必要な新しい発想のテーマを創造し展開をしてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　対処すべき課題といたしまして、平成19年３月９日に農林水産省並びに経済産業省より行政処分を受け、改善措

置として法令違反の責任の所在を明らかにすること、役職員に対し法令遵守を徹底するとともに内部管理体制の充

実・強化を図ること等の命令を受けております。かかる処分、改善命令を受け、株主の皆様他には多大なご迷惑、

ご心配をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに遵法体制、内部管理体制の充実・強化は一時のことではなく、

今後も不断に継続する重要な課題であると認識しております。 

  当社はその課題に対処するため、内部監査室の充実・強化を中心に組織体制を見直し、内部統制法の施行をもに

らみながら、社内の改革・改善を進めて参る所存であります。

  また、近々お客様の関心が高い外国為替証拠金取引に係る組織拡充や店舗の移転、リニューアル等に加え、お客

様サービスのメニューや内容を更に充実させて行く計画であります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社内部管理体制、組織の概要につきましては次のとおりであります。 

・内部監査室

　当社は社長直属の組織として内部監査室を設け、「内部監査規程」に則り、経営診断の見地から会社の財

産が適正に把握されているか、社内規程や手続きの基準に基づき適正かつ効果的に運営されているかを調査

し、業務相互間の調整の実をあげることを主たる機能としております。

・会計監査

　会計監査につきましては、海南監査法人を当社の会計監査人として選任しております。同監査法人及び当

社監査に従事する同監査法人の業務を執行した公認会計士並びに社員と当社との間には特別な利害関係はあ

りません。

①業務を執行した公認会計士の氏名

　代表社員　島根秀雄

　業務執行社員　斎藤勝、秋葉陽

②会計監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士　４名　　

(6）その他、会社の経営上重要な事項

特記すべき事項はございません。 
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
第34期

（平成18年３月31日）
第35期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※1.2 8,318,459 17,589,970  

２．受取手形 23,105 9,584  

３．委託者未収金  ※６ 2,895,741 861,118  

４．売掛金 9,507 2,083  

５．商品 176,293 443,442  

６．短期貸付金  ※３ 1,523,000 －  

７．前払費用 96,493 86,864  

８．未収入金 2,784,646 741,615  

９．外国為替取引預け金 13,558,392 21,303,532  

10．保管有価証券 ※1.2 6,931,149 5,366,424  

11．差入保証金 26,532,500 14,893,008  

12．繰延税金資産 1,196,619 821,884  

13. その他 260,209 299,863  

14．貸倒引当金  ※６ △13,538 △148  

流動資産合計 64,292,579 92.9 62,419,244 91.5 △1,873,335
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第34期

（平成18年３月31日）
第35期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 424,248 424,248

減価償却累計額 278,988 145,259 289,737 134,511  

２．構築物 24,044 24,044

減価償却累計額 19,588 4,456 20,222 3,821  

３．車両 70,785 69,381

減価償却累計額 42,785 27,999 42,253 27,128  

４．器具及び備品 49,300 50,721

減価償却累計額 24,778 24,521 26,356 24,364  

５．土地 ※１ 282,946 282,946  

有形固定資産合計 485,184 0.7 472,773 0.7 △12,411

(2）無形固定資産

１．電話加入権 46,593 46,593  

無形固定資産合計 46,593 0.1 46,593 0.0 －

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 346,113 380,850  

２．出資金 180,745 119,845  

３．長期差入保証金 463,380 447,012  

４．固定化営業債権 ※5.7 7,005,459 4,416,464  

５．破産更生債権等 2,907,673 1,215,768  

６．長期前払費用 18,220 12,916  

７．敷金及び保証金 972,947 971,435  

８．繰延税金資産 1,602,499 1,168,034  

９．その他  20,486 87,305  

10．貸倒引当金 △9,115,431 △3,519,917  

投資その他の資産合
計

4,402,092 6.3 5,299,716 7.8 897,624

固定資産合計 4,933,870 7.1 5,819,083 8.5 885,212

資産合計 69,226,449 100.0 68,238,327 100.0 △988,122
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第34期

（平成18年３月31日）
第35期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．委託者未払金 － 43,220  

２．短期借入金  ※１ 417,683 －  

３．1年以内返済予定の
長期借入金

156,000 212,000  

４．短期借入有価証券  ※６ 3,004,750 －  

５．未払金 6,660 50,324  

６．未払費用 101,159 108,829  

７．未払法人税等 37,331 27,345  

８．預り金 400,708 31,701  

９．賞与引当金 64,780 149,689  

10. 役員賞与引当金 － 40,000  

11．委託者差金  ※４ 2,371,924 8,466,985  

12．預り証拠金 47,497,042 41,921,343  

13．預り証拠金代用有価
証券

3,839,874 5,365,704  

14．その他 484,694 100,780  

流動負債合計 58,382,609 84.3 56,517,924 82.8 △1,864,685

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 804,000 592,000  

２．退職給付引当金 394,966 388,305  

固定負債合計 1,198,966 1.7 980,305 1.5 △218,660

Ⅲ　特別法上の準備金

１．商品取引責任準備金 25,219 18,761  

特別法上の準備金合計 25,219 0.1 18,761 0.0 △6,457

負債合計 59,606,795 86.1 57,516,991 84.3 △2,089,803
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第34期

（平成18年３月31日）
第35期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※８ 2,693,150 3.9 － － －

Ⅱ　資本剰余金   

１　資本準備金 2,629,570 －

２　その他資本剰余金   

　　　　自己株式処分差益 24,405 －

資本剰余金合計 2,653,975 3.9 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 336,150 －

２　任意積立金

　　　　別途積立金 3,900,000 －

３　当期未処分利益 212,950 －

利益剰余金合計 4,449,101 6.4 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

817 0.0 － － －

Ⅴ　自己株式 ※９ △177,390 △0.3 － － －

資本合計 9,619,654 13.9 － － －

負債・資本合計 69,226,449 100.0 － － －
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第34期

（平成18年３月31日）
第35期

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  2,693,150 3.9 2,693,150

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   2,629,570    

(2）その他資本剰余金  －   42,501    

資本剰余金合計   － －  2,672,071 3.9 2,672,071

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   336,150    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   3,800,000    

繰越利益剰余金  －   1,323,042    

利益剰余金合計   － －  5,459,193 8.0 5,459,193

４．自己株式   － －  △92,270 △0.1  

株主資本合計   － －  10,732,145 15.7 10,732,145

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  △10,809 △0.0  

評価・換算差額等合計   － －  △10,809 △0.0 △10,809

純資産合計   － －  10,721,335 15.7 10,721,335

負債純資産合計   － －  68,238,327 100.0 68,238,327
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(2）損益計算書

  
第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益  

１．受取手数料 ※１ 15,789,285 11,273,833  

２．売買損益 ※２ △4,361,608 25,224  

３．その他営業収益 1,111,517 12,539,194 100.0 1,016,373 12,315,431 100.0 △223,762

Ⅱ　営業費用  

１．人件費 ※３ 3,350,214 3,606,157  

２．広告宣伝費 549,448 541,421  

３．旅費交通費 292,880 296,707  

４．取引所等関係費 ※４ 168,047 110,500  

５．情報通信料 193,391 196,321  

６．通信費 398,156 384,248  

７．器具備品使用料 318,599 353,035  

８．地代家賃 643,425 649,694  

９．減価償却費 31,183 28,180  

10．営業雑損 280,292 321,109  

11．貸倒引当金繰入額 1,020,084 2,874,578  

12．その他 676,179 7,921,902 63.2 807,943 10,169,897 82.5 2,247,995

営業利益 4,617,292 36.8 2,145,533 17.5 △2,471,758

Ⅲ　営業外収益  

１．受取利息 17,746 49,147  

２．受取配当金 6,170 79,302  

３．投資有価証券売却益 164,937 －  

４．為替差益 － 2,817  

５．その他 32,382 221,237 1.8 34,213 165,481 1.3 △55,756

Ⅳ　営業外費用  

１．支払利息 14,426 38,442  

２．貸倒引当金繰入額 － 127,812  

３．為替差損 43,787 －  

４．その他 893 59,107 0.5 43,372 209,626 1.7 150,519

経常利益 4,779,422 38.1 2,101,388 17.1 △2,678,033
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第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　特別利益  

１．固定資産売却益  ※５ － 226  

２．商品取引責任準備金
戻入額

41,709 138,150  

３．役員退職慰労引当金
戻入益

257,000 －  

４．賞与引当金戻入益 73,772 －  

５．貸倒引当金戻入益 183,584 556,066 4.4 － 138,376 1.1 △417,689

Ⅵ　特別損失  

１．固定資産除売却損 ※６ 896 8,617  

２．商品取引責任準備金
繰入額

－ 131,692  

３．貸倒損失 2,187,507 －  

４．貸倒引当金繰入額 2,800,000 －  

５．役員退職慰労金 1,000 －  

６．減損損失  ※７ 66,016 5,055,420 40.3 － 140,310 1.1 △4,915,109

税引前当期純利益 280,068 2.2 2,099,455 17.1 1,819,387

法人税、住民税及び事
業税

 19,514 36,308  

法人税等調整額 145,453 164,967 1.3 817,151 853,459 6.9 688,492

当期純利益 115,100 0.9 1,245,995 10.2 1,130,895

前期繰越利益 97,850 －  

当期未処分利益 212,950 －  
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(3）株主資本等変動計算書

第35期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

2,693,150 2,629,570 24,405 2,653,975 336,150 3,900,000 212,950 4,449,101 △177,390 9,618,837

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩し
(注）

     △100,000 100,000 －  －

剰余金の配当(注）       △235,903 △235,903  △235,903

当期純利益       1,245,995 1,245,995  1,245,995

自己株式の取得         △784 △784

自己株式の処分   18,096 18,096     85,304 104,000

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 18,096 18,096 － △100,000 1,110,091 1,010,091 85,120 1,113,307

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,693,150 2,629,570 42,501 2,672,071 336,150 3,800,000 1,323,042 5,459,193 △92,270 10,732,145

評価・換算差額等

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）

817 817 9,619,654

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩し
（注）

  －

剰余金の配当（注）   △235,903

当期純利益   1,245,995

自己株式の取得   △784

自己株式の処分   104,000

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

△11,627 △11,627 △11,627

事業年度中の変動額合計
（千円）

△11,627 △11,627 1,101,680

平成19年３月31日　残高
（千円）

△10,809 △10,809 10,721,335

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前当期純利益 280,068 2,099,455  

減価償却費 31,183 28,180  

減損損失 66,016 －  

貸倒損失 1,602,348 －  

貸倒引当金の増加額 4,221,659 3,002,390  

賞与引当金の増加（△
減少）額

△73,772 84,908  

役員賞与引当金の増加
額

－ 40,000  

退職給付引当金の減少
額

△9,166 △6,660  

役員退職慰労引当金の
減少額

△257,000 －  

商品取引責任準備金の
減少額

△41,709 △6,457  

雑損失 － 22,712  

受取利息及び受取配当
金

△23,917 △128,450  

支払利息 14,426 38,442  

投資有価証券売却益 △164,937 －  

固定資産売却益 － △226  

固定資産除売却損 896 8,617  

委託者未収金の増加額 △591,599 △1,153,485  

分離保管預金の減少額 12,591,800 －  

為替証拠金取引委託口
預金の増加額

△3,298,639 △10,226,312  

たな卸資産の増加額 △99,861 △267,148  

委託者未払金の増加
（△減少）額

△1,866,283 43,220  

商品取引責任準備預託
金の減少額

581,376 －  

委託者差金（借方）の
減少額

442,833 6,095,061  

受託業務保証金の減少
額

1,265,632 －  

自己取引証拠金の減少
額

195,000 －  

委託取引証拠金の減少
額

3,816 －  
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第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

差入保証金の減少（△
増加）額

△29,440,173 11,639,491  

預り証拠金の増加(△
減少）額

17,573,214 △5,575,699  

預り証拠金代用有価証
券の増加（△減少）額

△1,072,128 1,525,830  

外国為替取引預け金の
増加額

△2,138,787 △7,745,139  

その他 △1,044,106 △77,107  

小計 △1,251,812 △558,378 693,434

利息及び配当金の受取
額

20,314 131,050  

利息の支払額 △30,414 △36,051  

役員退職慰労金支払額 △23,200 －  

法人税等の支払額 △24,287 △46,293  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,309,400 △509,672 799,728

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の払戻による
収入

300,000 －  

有形固定資産の取得に
よる支出

△14,990 △21,934  

有形固定資産の売却に
よる収入

820 1,906  

投資有価証券の取得に
よる支出

－ △54,314  

投資有価証券売却によ
る収入

307,378 －  

貸付けによる支出 － △3,700  

貸付金の回収による収
入

2,770 300,650  

出資金償還による収入 － 38,635  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

595,978 261,242 △334,736
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第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入による収入 573,683 －  

長期借入による収入 854,000 －  

短期借入金の返済 － △361,683  

長期借入金の返済 △50,000 △212,000  

第三者割当増資による
収入

586,300 －  

自己株式の取得による
支出

△1,478 △784  

自己株式の売却による
収入

137,500 104,000  

配当金の支払額 △219,328 △235,903  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,880,675 △706,371 △2,587,047

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加（△減少）額

1,167,253 △954,801 △2,122,054

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

13,417,789 4,599,819 △8,817,969

Ⅵ　資金の範囲変更に伴う現
金及び現金同等物の増加
高

△9,985,222 － 9,985,222

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

4,599,819 3,645,018 △954,801
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(5）利益処分計算書

  
第34期

株主総会承認日
（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 212,950

Ⅱ  任意積立金取崩額  

  1．別途積立金取崩額 100,000

合計 312,950

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 235,903

Ⅳ　次期繰越利益 77,046
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重要な会計方針

項目
第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び
評価方法

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）

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）

時価のないもの
　移動平均法による原価法

時価のないもの
同左

保管有価証券
　商品取引所法施行規則第39条の規定に基
づく充用価格によっており、主な有価証券
の価格は次のとおりであります。

保管有価証券
同左

利付国債証券 額面金額の85％
社債（上場銘柄) 額面金額の65％
株券（一部上場銘柄）

時価の70％相当額
倉荷証券 時価の70％相当額

２．デリバティブ取引等の評
価基準及び評価方法

時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及
び評価方法

商品
　移動平均法による低価法

商品
同左

４．固定資産の減価償却の方
法

有形固定資産
定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物　22年～47年

有形固定資産
同左

長期前払費用
　定額法

長期前払費用
同左

５．繰延資産の処理方法 ───― ①　株式交付費
　支出時に全額費用処理しております。

６．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、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

７．引当金及び特別法上の準
備金の計上基準

①　貸倒引当金
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
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

①　貸倒引当金
同左

②　賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、将
来の支給見込額のうち当期の負担額を計
上しております。

②　賞与引当金
同左

③　　　　　　───― ③　役員賞与引当金
　役員の賞与の支給に備えるため、支給
見込額のうち当事業年度に負担すべき額
を計上しております。

④　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当期
末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。

④　退職給付引当金
同左

　数理計算上の差異は、各事業年度の発
生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理することとしており
ます。
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項目
第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

⑤　役員退職慰労引当金
　従来役員（執行役員を含む）の退職慰
労金の支払に備えるため、内規に基づく
期末要支給額の100％を計上しておりま
したが、平成18年３月22日開催の取締役
会において、役員退職慰労金規程を同日
付をもって廃止することを決議しました。
この決議に伴い、当期における役員退職
慰労引当金257,000千円を全額取崩し、
役員退職慰労引当金戻入益を同額計上し
ております。

⑤　　　　　　───―

⑥　商品取引責任準備金
　商品先物取引事故の損失に備えるため、
商品取引所法第221条の規定に基づき、
同法施行規則に定める額を計上しており
ます。

⑥　商品取引責任準備金
同左

８．営業収益の計上基準 受取手数料
①　商品先物取引
　委託者の売付けまたは買付けに係る取
引が成立したときに計上しております。

受取手数料
①　商品先物取引

同左

（会計処理の変更）

 「委託者が取引を転売または買戻し及

び受渡しにより決済したときに計上」か

ら「委託者の売付けまたは買付けに係る

取引が成立したときに計上」に変更いた

しました。この変更は、商品先物取引業

統一経理基準の改正（平成17年５月施

行）によるものであります。

　これに伴い、当会計期間の営業収益は、

590,722千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は同額増加して

おります。 

 

②　オプション取引
　委託者の売付けまたは買付けに係る取
引が成立したときに計上しております。

②　オプション取引
同左

③　商品ファンド

　取引成立日に計上しております。

③　商品ファンド
同左

④　外国為替証拠金取引　
　委託者の売付けまたは買付けに係る取
引が成立したときに計上しております。

④　外国為替証拠金取引　
同左

売買損益－商品先物取引売買損益及び外国
為替証拠金取引売買損益 
　反対売買により取引を決済したときに
計上しております。また、未決済建玉に
ついては時価による評価損益を計上して
おります。

売買損益－商品先物取引売買損益及び外国
為替証拠金取引売買損益 

同左
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項目
第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

９．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

10．キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金
（現金及び現金同等物）は、手許現金、随
時引き出し可能な預金及び容易に換金可能
であり、かつ、価値の変化について僅少な
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

（資金の範囲の変更）
　なお、従来委託者財産を保全する為に
分離保管等している預託額については、
分離保管等している預託額のうち預託必
要額を超える額について資金の範囲に含
めることにしておりましたが、分離保管
等している資金については全額、資金の
範囲から除外することに変更しまし
た。
　これは17年５月に商品取引所法が改正
されたこと及び７月より金融先物取引法
が改正されたことにより、（株）日本商
品清算機構に預託された金額及び委託者
財産として分別管理された預金口座をそ
のまま資金の範囲から除外することで、
より適切な表示をするために行ったもの
であります。
　この変更に伴い、従来の方法によった
場合と比較して、「現金及び現金の期末
残高」は9,985,222千円減少しており,
「営業活動によるキャッシュ・フロー」
が、2,091,433千円減少しております。

11．その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項

消費税等の会計処理
　税抜き方式を採用しております。

消費税等の会計処理
同左
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会計処理方法の変更

第34期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）
　当期より、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、66,016千円減少して
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。

───―

（繰延資産の処理方法）
　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い」（実務対応報告第19号 平成18年８月11日）を
適用しております。これによる損益に与える影響は軽微
であります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９
日　企業会計基準第５号）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
準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第
８号）を適用しております。
　従来の資本の部の合計に相当する金額は、純資産の部
と同額であります。
　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に
ついては、会社計算規則（平成18年２月７日　法務省令
第13号）により作成しております。

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の
一部改正）
　当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額
の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最
終改正平成18年８月11日　企業会計基準第１号）及び「自
己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月11
日　企業会計基準適用指針第２号）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。

（役員賞与に関する会計基準）
　事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業
会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４
号）を適用しております。
　これにより、営業利益、経常利益、税引前当期純利益
は40百万円減少しております。
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表示方法の変更

第34期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

（貸借対照表関係）
　商品先物取引業統一経理基準が平成17年５月１日に改
正されたことに伴う表示科目等の変更の内容は以下の通
りであります。
　新証拠金制度に伴い、証拠金の預託区分が変更になっ
た為、流動資産の「受託業務保証金」と「自己取引証拠
金」及び「委託取引証拠金」に含めていた証拠金の預託
金を「差入保証金」として表示しました。
　従来、委託者より証拠金として受け入れた金銭は、流
動負債の「預り委託証拠金」として表示しておりました
が、「預り証拠金」として表示しております。
　従来、委託者より証拠金の代用として受け入れた有価
証券は、流動負債の「預り委託証拠金代用有価証券」と
して表示しておりましたが、「預り証拠金代用有価証券」
として表示しております。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）
　貸借対照表の表示方法の変更に伴い、当会計期間より
「預り委託証拠金の増加額」は「預り証拠金の増加額」、
「預り証拠金代用有価証券の増加額」は「預り証拠金代
用有価証券の増加額」として表示しております。

───―
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追加情報

第34期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度に商品取引所法等の改正に伴う「商品先物

取引業統一経理基準」が改正されたことに伴い、財務諸

表等の様式が改定されております。

（貸借対照表関係）

従来、商品取引責任準備金相当額を日本商品先物取引

協会へ金銭で預託していましたが、同協会の「商品取引

責任準備金の積み立て等に関する規則」の改正により、

自社の預金口座に積み立てております。これに伴い、従

来「商品取引責任準備預託金」として計上していました

が、「現金及び預金」として計上することとしました。

この結果、従来の方法によった場合と比べ「現金及び預

金」は14,479千円増加しております。

（委託者未収金及び委託者未払金）

従来、委託者が、商品先物取引を決済したときに発生

する差損益金は、委託者未収金及び委託者未払金として

計上しておりましたが商品取引所法の改正により、預り

証拠金に加算及び相殺可能な範囲で減算しております。

───―
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注記事項

（貸借対照表関係）

第34期
（平成18年３月31日）

第35期
（平成19年３月31日）

※１　担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内

訳は次のとおりであります。

※１　担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内

訳は次のとおりであります。

イ.担保資産

担保資産の内訳

イ.担保資産

担保資産の内訳

定期預金 420,000千円

建物 51,488

土地 204,700

合計 676,188

定期預金 420,000千円

担保資産に対応する債務の内訳

　　短期借入金　　　          　417,683千円

担保資産に対応する債務の内訳

　　短期借入金　　　   　　　       　－千円

商品取引所法施行規則第98条

第1項第3号の規定に基づく銀行

による契約弁済保証契約額　          170,000千円

 

ロ.預託資産

　 取引証拠金等の代用として次の資産を（株）日本

商品清算機構へ預託しております。

ロ.預託資産

　 取引証拠金等の代用として次の資産を（株）日本

商品清算機構へ預託しております。

保管有価証券 3,498,861千円 保管有価証券 4,962,402千円

 ※２　分離保管資産

　商品取引所法第210条の規定に基づき、日本商品委

託者保護基金に分離保管しなければならない保全対象

財産の金額は56,542千円であります。

　なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者

資産保全措置額は1,170,000千円であります。

 ※２　分離保管資産

　商品取引所法第210条の規定に基づき、日本商品委

託者保護基金に分離保管しなければならない保全対象

財産の金額は16,119千円であります。

　なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者

資産保全措置額は980,000千円であります。

※３　短期貸付金については、債権額相当の自己株式を担

保として受け入れております。

 ※３　　　　　　　　　───―
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第34期
（平成18年３月31日）

第35期
（平成19年３月31日）

※４　委託者の未決済玉を決済したと仮定して計算した委

託者の売買損（売買益）相当額を、委託者に代わって

取引所に立替払いした（取引所から預かった）金額で

あります。

　この金額は、すべての委託者の各商品取引所の商品

ごと（外国為替証拠金取引については各カウンター

パーティーの取引通貨ごと）に差損益金を算定した上

でこれらを合計して算出したものであります。

※４　　　　　　　　　 同左

※５　委託者未収金のうち委託証拠金によって担保されて

いない金額であります。

※５　　　　　　　　　 同左

※６　前期まで預り委託証拠金として差入れられた有価証

券（3,004,750千円）は当社が役員から借入れ、委託

者口座に差入れたものであり、当期において借入有価

証券として計上しました。なお当該委託者未収金につ

いては100％貸倒引当金を計上しております。

 ※６　　　　　　　　　───―

 ※７　　　　　　　　　───― ※７　投資その他の資産の破産更生債権等のうち、

1,200,000千円については、自己株式を担保として受

け入れており、債権金額と担保処分見込額との差額を

貸倒引当金として計上しております。

※８　会社が発行する株式の総数

普通株式 50,128,000株

発行済株式総数

普通株式 16,227,207株

 ※８　　　　　　　　　───―

※９　自己株式の保有数  ※９　　　　　　　　　───―

普通株式 430,278株

　10　配当制限  　10　　　　　　　　　───―

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に、時

価を付したことにより増加した純資産額は817千円で

あります。
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（損益計算書関係）

第34期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

※１　受取手数料の内訳 ※１　受取手数料の内訳

商品先物取引 13,648,780千円

現金決済取引 44,777

指数先物取引 7,428

オプション取引 49

未収手数料 590,722

外国為替証拠金取引 1,497,526

合計 15,789,285

商品先物取引 10,383,067千円

現金決済取引 32,909

指数先物取引 6,257

オプション取引 -

未収手数料 △138,514

外国為替証拠金取引 990,113

合計 11,273,833

※２　売買損益の内訳 ※２　売買損益の内訳

商品先物取引

売買損益 △5,426,810千円

評価損益 161,237

商品売買損益 181,624

外国為替証拠金取引

売買損益 722,341

合計 △4,361,608

商品先物取引

売買損益 37,560千円

評価損益 7,522

商品売買損益 142,250

外国為替証拠金取引

売買損益 △162,109

合計 25,224

※３　人件費の内訳 ※３　人件費の内訳

役員報酬 199,080千円

執行役員報酬 82,110

従業員給与 2,282,114

賞与 354,728

退職金 896

退職給付引当金繰入額 54,718

福利厚生費 376,567

合計 3,350,214

役員報酬 213,660千円

執行役員報酬 88,810

従業員給与 2,335,688

賞与 373,500

賞与引当金繰入額 84,908

役員賞与引当金繰入額 40,000

退職金 1,187

退職給付引当金繰入額 57,606

福利厚生費 410,796

合計 3,606,157

※４　取引所等関係費の内訳 ※４　取引所等関係費の内訳

取引所会費 140,292千円

その他取引所等関係費 27,754

合計 168,047

取引所会費 92,582千円

その他取引所等関係費 17,917

合計 110,500

※５　　　　　　　　　───― ※５　固定資産売却益の内訳

車両売却益 226千円

※６　固定資産除売却損の内訳 ※６　固定資産除売却損の内訳

車両売却損 896千円 車両売却損 1,617千円

什器備品除却損 7,000

合計 8,617
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第34期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

 ※７　減損損失

　当社は、遊休資産については、他の資産グループと

は区別して個別に評価・測定を行っております。

  当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。

 場所 用途 種類 その他

兵庫県洲本市 遊休資産 土地 －

和歌山県西牟婁郡 遊休資産 土地 －

愛媛県新居浜市 遊休資産 土地 －

群馬県吾妻郡 遊休資産 土地 －

岡山県久米郡 遊休資産 土地 －

埼玉県草加市 遊休資産 土地 －

静岡県賀茂郡 遊休資産 土地 －

　当該資産は、現在遊休状態であり、また将来の用途

が定まっていないため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（66,016千円）として

特別損失に計上いたしました。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定し、固定資産税評価額を合理的に調整した価格

に基づき評価しております。　

※７　　　　　　　　　───―
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（株主資本等変動計算書関係）

第35期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 16,227,207 － － 16,227,207

合計 16,227,207 － － 16,227,207

自己株式

普通株式（注１．２） 430,278 600 208,000 222,878

合計 430,278 600 208,000 222,878

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加600株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　  　２. 普通株式の自己株式の株式数の減少208,000株は、ストックオプションの行使によるものであります。

２．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29日

定時株主総会
普通株式 235,903 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 320,086 利益剰余金 20 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第34期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

　現金及び現金同等物の期末残高と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貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金 8,318,459千円

預入期間から３ヶ月を超える定期

預金
△420,000

為替預金 △7,864,836

為替証拠金取引委託口余剰分 3,467,218

商品取引責任準備預金 △14,479

分離保管基金預託超過額 1,113,457

現金及び現金同等物 4,599,819

現金及び預金 17,589,970千円

預入期間から３ヶ月を超える定期

預金
△420,000

為替預金 △15,497,371

為替証拠金取引委託口余剰分 1,984,187

商品取引責任準備預金 △11,768

現金及び現金同等物 3,645,018

（リース取引関係）

第34期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19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

(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

(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)

期末残高相
当額
(千円)

器具及び備品 169,011 93,896 75,115

ソフトウェア 202,798 92,178 110,619

合計 371,810 186,074 185,735

 
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)

器具及び備品 114,127 61,576 52,551

ソフトウェア 195,550 124,688 70,861

合計 309,678 186,264 123,413

(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

(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 72,717千円

１年超 119,036

合計 191,753

１年内 44,469千円

１年超 83,985

合計 128,454

(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

支払リース料 71,974千円

減価償却費相当額 64,928

支払利息相当額 7,464

支払リース料 80,657千円

減価償却費相当額 72,672

支払利息相当額 6,997

(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

(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
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（有価証券関係）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

第34期（平成18年３月31日） 第35期（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

(1)株式 526 1,306 779 65,175 46,320 △18,855

(2)債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 526 1,306 779 65,175 46,320 △18,855

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

(1)株式 － － － － － －

(2)債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 526 1,306 779 65,175 46,320 △18,855

２　前会計年度及び当会計年度中に売却したその他有価証券

第34期
（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

第35期
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

307,378 164,937 － － － －

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

 第34期（平成18年３月31日） 第35期（平成19年３月31日）

 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 344,807 334,530
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（デリバティブ取引関係）

第34期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

１．取引の内容

　当社は、商品取引所に上場される商品、指数の先物取引及びオプション取引の他、外国為替証拠金取引を自己の計

算において行っております。

２．取引に対する取組方針

　商品先物市場における自己売買は、商品取引所の市場管理要綱を遵守して行っております。商品先物取引、外国為

替証拠金取引の自己売買は、当社の財務状況に照らして適正かつ必要な範囲で行う方針をとっております。

３．取引の利用目的

　商品先物取引及びオプション取引については受託業務を円滑に実施、商品先物市場の機能維持を主たる目的に売買

取引を行っております。また、外国為替証拠金取引については、業務の円滑な遂行とリスクヘッジのために利用して

おります。

４．取引に係るリスクの内容

　当社が行っている商品先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引は、価格変動によるリスクを有しています。

なお、これらの取引は当社が加入している商品取引所及び信用度の高い海外金融機関等の為替ブローカーや国内大手

総合商社を通じて行っていますので、契約不履行等信用面でのリスクはほとんどないと認識しております。

５．取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の運用及び管理は社内規程に基づいて行っており、商品先物市場における建玉数量は各商品取引

所の市場管理要綱の定める数量の範囲内とし、取引全体の投資限度額は社内規程の定める基準の範囲内としておりま

す。管理本部長は日々の業務終了時に、市場部等から報告資料の提出を受け社内規程等を遵守しているか確認してお

ります。

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または

計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）商品先物取引

区分 種類

第34期（平成18年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

現物先物取引

売建 181,008 － 190,132 △9,124

買建 － －   

合計 売建 181,008 － 190,132 △9,124

 買建 － －   

差引計 181,008 － 190,132 △9,124

　（注）　　時価の算定方法

各商品取引所における最終約定値段であります。
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第35期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

１．取引の内容

　当社は、商品取引所に上場される商品、指数の先物取引及びオプション取引の他、外国為替証拠金取引を自己の計

算において行っております。

２．取引に対する取組方針

　商品先物市場における自己売買は、商品取引所の市場管理要綱を遵守して行っております。商品先物取引、外国為

替証拠金取引の自己売買は、当社の財務状況に照らして適正かつ必要な範囲で行う方針をとっております。

３．取引の利用目的

　商品先物取引及びオプション取引については受託業務を円滑に実施、商品先物市場の機能維持を主たる目的に売買

取引を行っております。また、外国為替証拠金取引については、業務の円滑な遂行とリスクヘッジのために利用して

おります。

４．取引に係るリスクの内容

　当社が行っている商品先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引は、価格変動によるリスクを有しています。

なお、これらの取引は当社が加入している商品取引所及び信用度の高い海外金融機関等の為替ブローカーや国内大手

総合商社を通じて行っていますので、契約不履行等信用面でのリスクはほとんどないと認識しております。

５．取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の運用及び管理は社内規程に基づいて行っており、商品先物市場における建玉数量は各商品取引

所の市場管理要綱の定める数量の範囲内とし、取引全体の投資限度額は社内規程の定める基準の範囲内としておりま

す。管理本部長は日々の業務終了時に、市場部等から報告資料の提出を受け社内規程等を遵守しているか確認してお

ります。

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または

計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）商品先物取引

区分 種類

第35期（平成19年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

現物先物取引

売建 56,272 － 57,874 △1,602

買建 － －   

合計 売建 56,272 － 57,874 △1,602

 買建 － －   

差引計 56,272 － 57,874 △1,602

　（注）　　時価の算定方法

各商品取引所における最終約定値段であります。

（企業結合等関係）

 該当事項はありません。

（持分法損益等）

 該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付債務型の制度として適格退職年金制度を設定しております。

２　退職給付債務及びその内訳

 
第34期

（平成18年３月31日）
第35期

（平成19年３月31日）

(1) 退職給付債務（千円） △821,565 △792,841

(2) 年金資産残高（千円） 495,767 501,079

(3) 未積立退職給付債務（千円） △325,798 △291,761

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） △69,167 △96,543

(6) 退職給付引当金（千円） △394,966 △388,305

３　退職給付費用の内訳

 
第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

(1) 勤務費用（千円） 56,362 57,930

(2) 利息費用（千円） 11,924 12,323

(3) 期待運用収益（千円） △7,984 △9,915

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） △5,583 △2,732

(5) 退職給付費用合計（千円） 54,718 57,606

４　退職給付債務等の計算に関する事項

 
第34期

（平成18年3月31日）
第35期

（平成19年3月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 1.5 ％ 　  1.5％

(3）期待運用収益率（％）  2.0 ％  　  2.0％ 

(4）数理計算上の差異の処理額

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生年度の翌事業年度から

費用処理しています。

同左
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（ストック・オプション等関係）

第35期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
取締役、執行役員及び従業員　105

名

ストック・オプション数 普通株式497,000株

付与日 平成16年６月１日

権利確定条件

付与日（平成16年６月１日）にお

いて、取締役、執行役員及び従業

員（管理職以上）であること 

対象勤務期間   ―

権利行使期間
平成17年７月１日から平成19年９

月30日まで 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株） －

前事業年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 222,000

権利確定 －

権利行使 208,000

失効  

未行使残 14,000

②　単価情報

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 500

行使時平均株価　　　　　（円） 784

公正な評価単価（付与日）（円） －
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（税効果会計関係）

第34期
（平成18年３月31日）

第35期
（平成19年３月31日）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

（千円）

未払事業税 10,934

貸倒引当金 1,436,893

貸倒損失 1,098,226

賞与引当金 28,728

退職給付引当金 156,169

繰越欠損金 58,729

その他 9,971

繰延税金資産合計 2,799,654

繰延税金資産

（千円）

未払事業税 7,406

貸倒引当金 994,983

賞与引当金 60,908

退職給付引当金 158,001

繰越欠損金 749,491

その他 19,384

繰延税金資産合計 1,990,175

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △534

繰延税金負債合計 △534

繰延税金資産の純額 2,799,119

その他有価証券評価差額金 △256

繰延税金負債合計 △256

繰延税金資産の純額 1,989,919

  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

な項目別内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

な項目別内訳

法定実効税率 39.5％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
6.5

住民税均等割額 7.0

その他 5.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.9％

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.8

住民税均等割額 1.7

役員賞与引当金 1.9

受取配当金 △1.8

その他 △2.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.6％
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（関連当事者との取引）

第34期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

第35期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

第34期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 608円96銭

１株当たり当期純利益 ７円70銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
７円64銭

１株当たり純資産額    669円90銭

１株当たり当期純利益   78円55銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
 78円20銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額（１株当たり当期純損失金額）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第34期

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

第35期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額（1株当たり当期

純損失金額）

当期純利益（千円） 115,100 1,245,995

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 115,100  

期中平均株式数（千株） 14,942 15,861

   

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（千株） 133 71

（うち自己株式取得方式によるストッ

ク・オプション（千株））
(133) (71)

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

 ─────  ─────

（重要な後発事象）

 　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

 

 ①新任予定取締役（平成19年６月28日付）

取締役　土肥　章　

取締役　木下　七郎　

取締役　義国　正人　

 ②新任予定監査役（平成19年６月28日付）

監査役　友田　清隆　

 ③退任予定取締役（平成19年６月28日付）

取締役　岩崎　英一　　

 ④退任予定監査役（平成19年６月28日付）

監査役　吉田　富一　　
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