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（百万円未満切捨て） 

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 
(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

20年３月期第１四半期 1,316 (△35.4) △314 ( － ) △266 ( － ) △411 ( － )

19年３月期第１四半期 2,039 (△20.6) 15 (△93.8) 66 (△77.8) △142 ( － )

19年３月期 6,650     △2,001     △1,835      △2,519     

 

 
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 

 円  銭 円  銭

20年３月期第１四半期 △18.96 － 

19年３月期第１四半期 △9.04 － 

19年３月期 △155.31 － 

 
(2）連結財政状態 

 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

20年３月期第１四半期 31,181 10,358 27.1  390.97 

19年３月期第１四半期 37,609 12,137 26.9  642.11 

19年３月期 31,332 10,927 28.5  410.14 

 
(3）連結キャッシュ・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

20年３月期第１四半期 △860 △342 △87  5,746 

19年３月期第１四半期 51 197 △181  6,667 

19年３月期 △788 354 860  7,036 
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２．平成20年３月期の連結業績予想 
 当社グループは、投資金融サービス業を営んでおり、事業の特性上、商品市況・株式市況・為替相場の動向に
より大きく影響を受ける傾向があります。このため、業績予想を公表することが株主・投資家の皆様の合理的な
投資判断の形成に有用とはいえないため、業績予想の開示を控えさせていただきます。 
 
３．その他 
(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 
(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）におけるわが国経済は、好調な企業収益や
設備投資の堅調な推移、減速気味だった個人消費が持ち直しの動きを見せたことを受け、緩やかな拡大基調
を継続いたしました。しかし、いまだ原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要があるな
ど、先行きに不透明感も残しております。 

このような環境の中、商品先物市場におきましては、全国商品取引所全体の出来高が17,834千枚、前年同
四半期比30.8％減と大幅な出来高減少となりました。そのうち貴金属市場が6,537千枚（前年同四半期比
37.9％減)、石油市場は4,416千枚(前年同四半期比24.8％減)、農産物市場は4,689千枚（前年同四半期比
3.2％増）となっており、農産物市場は微増したもののその他の各市場では出来高減少が目立つ形となりまし
た。 

一方、株式市場におきましては、米国株式市場をはじめ世界の主要な株式市場が堅調な前連結会計年度末
には17,287円65銭つけた日経平均株価が、６月初めに18,000円台をつけ、その後一時17,700円台まで落ち込
んだものの、順調に回復し当第１四半期の取引は18,138円36銭で終了いたしました。 

このような環境のもと、当社は持株会社体制によるグループ戦略の立案、グループ機能の管理を行ってま
いりました。平成19年５月末に、当社グループが取り扱う商品先物取引業務及び証券業務に関するオンライ
ン取引への広範囲な展開を進めるためオンライン商品先物取引・証券事業準備室を、投資家保護・コンプラ
イアンスの観点からの細心の対応を備えた上で、多様化する資産運用ニーズに全社的に対応するため投信ビ
ジネス開発準備室を設置いたしました。さらに同年７月には、為替・証券・商品先物取引を包含する全ての
国内外金融市場に視点を据え、情報収集・配信、市場分析や新商品のラインアップを行うため国際部を創設
いたしました。これらにより、全社の収益構造の質的な転換及び改善を図ってまいります。 

また、当社グループにおきまして 重要課題となっているコンプライアンスの徹底をより確実にするため、
当社グループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス統括室を設置しており、グループ全体と
してのコンプライアンスに対する方針の作成・改訂、コンプライアンス体制の構築・維持・管理、コンプラ
イアンスに関する教育・啓蒙に取り組んでおります。 

さらに、商品先物取引事業の業務の効率化及び収益力の強化を図るため、平成19年７月１日付にて洸陽フ
ューチャーズ㈱とさくらフューチャーズ㈱、和洸フューチャーズ㈱と明洸フューチャーズ㈱の経営統合し、
商号をそれぞれ「㈱さくらフィナンシャルサービシズ」、「㈱あおばフィナンシャルパートナーズ」に変更い
たしました。さらに、同年７月３日に外国為替証拠金取引業を営む㈱アイビックジェイピードットコムの当
社所有株式全てを黒川木徳証券㈱に譲渡し、㈱アイビックジェイピードットコムが黒川木徳証券㈱の子会社
となることにより顧客基盤及び営業ノウハウを共有することが可能になり、営業基盤の強化ならびに収益性
の向上を図ってまいります。また、当社では平成19年９月１日から当社商号を「黒川木徳フィナンシャルホ
ールディングス株式会社」と変更し、認知度及び企業価値の向上を図ってまいります。 
 
当第１四半期の当社グループの業績は以下のとおりであります。 
 
商品先物取引業務につきましては、前述いたしましたとおり、全国商品取引所全体の出来高が低調な結果

となったことを受け、当社グループの商品先物市場における総売買高は503千枚（前年同期比19.9％減)とな
っており、当社の主力商品であります石油市場での売買高（委託部門）は187千枚（前年同期比25.1％減)と
減少しております。 

また、証券業務につきましては、当第１四半期の東証一日平均売買代金が３兆688億円と前年同四半期より
8.0％増加したものの、当社グループの顧客層であります個人投資家につきましては、新興市場における株価
低迷の影響を受け、買い余力の低下かつ取引意欲が減退したことにより当第１四半期の受入手数料は伸び悩
みました。 

この結果、当第１四半期の営業収益は1,316百万円（前年同四半期比35.4％減）、経常損失は266百万円（前
年同四半期は経常利益66百万円)、当第１四半期純損失は411百万円（前年同四半期は第１四半期純損失142百
万円）となりました。 

なお、商品先物取引事業子会社の営業費用につきまして、今期に過去の受託取引リスクを顕在化させ、さ
らに将来見込まれる商品先物取引事故損失に適切に備えるため、商品先物取引事故損失引当金をグループ合
計 129 百万円計上いたしました。 
これにより、当社グループに内在している将来見込まれる受託取引リスクを業績上に明確に顕在化させ、

財政状態並びにバランスシートの適正化を行いました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
(1）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の総資産は31,181百万円（前連結会計年度末は31,332百万円）となり、150百万円減少い
たしました。これは信用取引貸付金や預託金が増加した一方で、現金及び預金が減少したことが主な要因
であります。 
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負債の部は20,823百万円（前連結会計年度末は20,404百万円）となり、419百万円増加いたしました。こ

れは、預り証拠金が減少した一方で、商品取引事故損失引当金が増加したことが主な要因であります。 
純資産の部は10,358百万円（前連結会計年度末は10,927百万円）となり、569百万円減少いたしました。

これは、利益剰余金が411百万円減少したことが主な要因であります。 
 
(2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 1,289 百万円減少し 5,746 百
万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果使用した資金は 860 百万円（前連結会計年度は 788 百万円の支出）となりました。これ

は主に立替金及び預り金の増加による収入 365 百万円や外国為替証拠金の増加による収入 148 百万円など
があった一方で、税金等調整前当期純損失 281 百万円、信用取引資産及び信用取引負債の増加による支出
479 百万円などがあったことを反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は 342 百万円（前連結会計年度は 354 百万円の収入）となりました。これ

は主に有価証券の売却による収入 121 百万円、定期預金の純増減額の減少による収入 100 百万円などがあ
った一方で、有価証券の取得による支出 460 百万円、関係会社株式の取得による支出 125 百万円などがあ
ったことを反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用した資金は87百万円（前連結会計年度は860百万円の収入）となりました。これは主

に少数株主への配当金の支払額35百万円や自己株式の取得による支出26百万円などを反映したものであり
ます。 

 
３．その他 
(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。なお、㈱エクセルトレードは平成18年12月８日に解散し、現在は清算手続き中
であります。 
 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 
引当金及び税金等の計算にあたっては、一部簡便な方法を採用しております。 
 

(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
該当事項はありません。 
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４．（要約）四半期連結財務諸表 
(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

前四半期 

（平成19年３月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年３月期 科目 

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）     

流 動 資 産 33,194,880 88.3 27,258,008 87.4 27,325,541 87.2

現金及び預金 8,438,696 7,207,442  8,549,075 

預託金 6,932,883 6,239,383  5,829,383 

委託者未収金 90,816 40,684  62,066 

トレーディング商品 27,248 2,001  2,003 

有価証券 － 420,258  － 

保管有価証券 193,663 158,793  205,831 

差入保証金 2,633,160 1,552,700  1,590,365 

信用取引資産 12,129,285 10,517,416  9,799,873 

信用取引貸付金 12,043,021 10,386,754  9,754,505 

信用取引借証券担保金 86,264 130,662  45,368 

委託者先物取引差金 1,626,754 517,884  709,439 

繰延税金資産 52,174 23,070  50,306 

その他 1,091,930 606,570  555,846 

貸倒引当金 △21,735 △28,197  △28,650 

     

固 定 資 産 4,414,611 11.7 3,923,835 12.6 4,006,890 12.8

有形固定資産 1,222,847 3.2 1,166,328 3.8 1,171,721 3.8

建物及び構築物 592,268 544,299  549,588 

土地 587,613 587,613  587,613 

その他 42,965 34,416  34,519 

無形固定資産 116,112 0.3 94,501 0.3 100,741 0.3

投資その他の資産 3,075,651 8.2 2,663,004 8.5 2,734,428 8.7

投資有価証券 886,694 750,036  772,489 

出資金及び加入金 812,910 712,410  712,410 

繰延税金資産 15,544 164  607 

その他 1,451,460 1,254,729  1,303,690 

貸倒引当金 △90,958 △54,336  △54,769 

     

資 産 合 計 37,609,492 100.0 31,181,843 100.0 31,332,432 100.0
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前四半期 

（平成19年３月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年３月期 科目 

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）     

流 動 負 債 23,862,946 63.4 19,402,374 62.2 18,952,431 60.5

短期借入金 1,390,000 1,167,000  1,191,900 

未払法人税等 81,443 49,502  137,027 

賞与引当金 76,840 161,439  139,229 

預り証拠金 3,993,739 2,036,624  2,376,790 

預り証拠金代用有価証券 193,663 158,793  205,831 

外国為替証拠金 706,173 636,703  488,241 

信用取引負債 8,723,315 7,710,823  7,472,293 

信用取引借入金 8,621,011 7,417,296  7,272,320 

信用取引貸証券受入金 102,303 293,526  199,973 

預り金 5,787,799 5,095,534  4,792,826 

受入保証金 2,157,586 1,291,675  1,147,261 

商品取引事故損失引当金 － 671,903  652,208 

その他 752,385 422,375  348,820 

     

固 定 負 債 1,323,404 3.5 1,117,906 3.6 1,162,517 3.7

繰延税金負債 39,711 143,526  164,305 

退職給付引当金 512,665 471,561  469,739 

役員退職慰労引当金 296,194 163,743  162,158 

連結調整勘定 404,266 －  － 

負ののれん － 268,346  299,463 

その他 70,565 70,728  66,850 

     

特別法上の準備金 285,702 0.8 303,539 1.0 289,794 0.9

商品取引責任準備金 134,819 152,656  138,910 

証券取引責任準備金 150,883 150,883  150,883 

負 債 合 計 25,472,053 67.7 20,823,821 66.8 20,404,742 65.1
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前四半期 

（平成19年３月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年３月期 科目 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）     

株 主 資 本 9,854,486 26.2 8,262,208 26.5 8,700,703 27.8

資本金 802,500 2.1 1,414,500 4.5 1,414,500 4.5

資本剰余金 2,148,620 5.7 2,760,620 8.9 2,760,620 8.8

利益剰余金 6,916,633 18.4 4,127,647 13.2 4,539,501 14.5

自己株式 △13,267 △0.0 △40,559 △0.1 △13,918 △0.0

評 価・換 算 差 額 等 266,396 0.7 192,288 0.6 223,781 0.7

その他有価証券評価差額金 266,396 0.7 192,288 0.6 223,781 0.7

新株予約権 － － 39,000 0.1 39,000 0.1

少数株主持分 2,016,555 5.4 1,864,525 6.0 1,964,204 6.3

純 資 産 合 計 12,137,438 32.3 10,358,022 33.2 10,927,689 34.9

負 債 純 資 産 合 計 37,609,492 100.0 31,181,843 100.0 31,332,432 100.0
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

前四半期 

（平成19年３月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年３月期 科目 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

営 業 収 益 2,039,061 100.0 1,316,757 100.0 6,650,036 100.0

受取手数料 1,636,657 1,217,154  5,475,416 

売買損益 370,761 73,363  1,063,278 

その他 31,643 26,239  111,341 

     

営 業 費 用 2,023,353 99.2 1,631,411 123.9 8,652,006 130.1

営業利益又は営業損失

（△） 
15,708 0.8 △314,653 △23.9 △2,001,970 △30.1

営 業 外 収 益 56,690 2.8 51,390 3.9 213,784 3.2

営 業 外 費 用 5,503 0.3 3,396 0.3 47,696 0.7

経常利益又は経常損失

（△） 
66,895 3.3 △266,660 △20.3 △1,835,882 △27.6

特 別 利 益 37,485 1.8 2,867 0.2 73,120 1.1

特 別 損 失 45,483 2.2 17,210 1.3 360,626 5.4

税金等調整前四半期純利

益又は四半期（当期）純

損失（△） 

58,897 2.9 △281,003 △21.3 △2,123,387 △31.9

法人税、住民税及び事業税 111,163 47,005  186,235 

法人税等調整額 48,646 26,451  222,598 

少 数 株 主 利 益 41,588 2.0 57,392 4.4 △12,587 △0.2

四半期（当期）純損失

（△） 
△142,501 △7.0 △411,853 △31.3 △2,519,633 △37.9
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６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19年３月31日 残高（千円） 1,414,500 2,760,620 4,539,501 △13,918 8,700,703

四半期中の変動額  

新株の発行  －

剰余金の配当  －

役員賞与  －

四半期純損失 △411,853  △411,853

自己株式の取得 △26,641 △26,641

株主資本以外の項目の四半期中
の変動額（純額） 

 －

四半期中の変動額合計 
（千円） 

－ － △411,853 △26,641 △438,495

平成19年６月30日 残高（千円） 1,414,500 2,760,620 4,127,647 △40,559 8,262,208

      

 

評価・換算差額等

 
その他有価証券評
価差額金 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 223,781 39,000 1,964,204 10,927,689 

四半期中の変動額  

新株の発行 － 

剰余金の配当 － 

役員賞与 － 

四半期純損失 △411,853 

自己株式の取得 △26,641 

株主資本以外の項目の四半期中
の変動額（純額） 

△31,493 △99,678 △131,171 

四半期中の変動額合計 
（千円） 

△31,493 － △99,678 △569,666 

平成19年６月30日 残高（千円） 192,288 39,000 1,864,525 10,358,022 
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前連結会計年度（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 

平成18年３月31日 残高（千円） 802,500 2,148,620 7,225,204 △13,031 10,163,294

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 612,000 612,000  1,224,000

剰余金の配当（注） △157,623  △157,623

役員賞与（注） △8,445  △8,445

当期純損失 △2,519,633  △2,519,633

自己株式の取得 △887 △887

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 －

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

612,000 612,000 △2,685,703 △887 △1,462,590

平成19年３月31日 残高（千円） 1,414,500 2,760,620 4,539,501 △13,918 8,700,703

      

 

評価・換算差額等

 
その他有価証券評
価差額金 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 330,615 － 1,971,174 12,465,083 

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 1,224,000 

剰余金の配当（注） △157,623 

役員賞与（注） △8,445 

当期純損失 △2,519,633 

自己株式の取得 △887 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△106,834 39,000 △6,969 △74,804 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△106,834 39,000 △6,969 △1,537,394 

平成19年３月31日 残高（千円） 223,781 39,000 1,964,204 10,927,689 

  
（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）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

 

前四半期 

(平成19年３月期第１四半期)

当四半期 

(平成20年３月期第１四半期) 

（参考） 

平成19年３月期 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純利益 58,897 △281,003 △2,123,387 

減価償却費 17,575 16,569 68,794 

連結調整勘定償却額 △30,741 － － 

のれん償却額 － 1,642 14,955 

負ののれん償却額 － △31,116 △147,068 

貸倒引当金の増減額 △11,221 △886 △40,495 

賞与引当金の増減額 △128,164 22,210 △65,775 

退職給付引当金の増減額 △3,217 1,822 △46,143 

役員退職慰労引当金の増減額 9,575 1,585 △124,461 

商品取引責任準備金の増減額 △4,775 13,745 △684 

投資有価証券売却益 △4,875 － △20,400 

出資金及び加入金償還損益 － － 13,950 

過年度損益修正益 － － △33,080 

店舗撤退損失 － － 56,577 

固定資産除却損 535 － 3,565 

固定資産減損損失 － － 200,194 

投資有価証券評価損 － － 21,323 

関係会社清算損失 － － 64,244 

商品取引事故損失引当金の増減額 － 19,695 652,208 

受取利息及び受取配当金 △8,643 △8,946 △17,020 

支払利息 1,865 2,976 8,957 

金銭信託の払戻 － － 201,000 

委託者未収金の増減額 18,632 21,381 47,383 

差入保証金及び保管有価証券の増減額 786,671 28,891 2,006,101 

預り証拠金の増減額 △1,108,085 △387,203 △2,712,866 

外国為替証拠金の増減額 △751,503 148,462 △566,608 

預託金の増減額 500,645 △410,000 1,583,645 

トレーディング商品の増減額 △25,224 1 20 

委託者先物取引差金の増減額 335,358 191,555 849,846 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 2,276 △479,013 1,080,667 

立替金及び預り金の増減額 336,535 365,703 △783,725 

受入保証金の増減額 △180,017 144,413 △1,190,342 

役員賞与の支払額 △13,500 － △13,500 

その他 288,098 △128,221 72,682 

小計 86,695 △745,735 △939,438 
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（単位：千円） 

 

 

前四半期 

(平成19年３月期第１四半期)

当四半期 

(平成20年３月期第１四半期) 

（参考） 

平成19年３月期 

利息及び配当金の受取額 8,643 8,878 16,825 

利息の支払額 △1,865 △2,430 △10,158 

法人税等の支払額 △41,665 △121,024 144,628 

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,808 △860,312 △788,143 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の純増減額 172,503 100,000 105,019 

有価証券の取得による支出 － △460,835 － 

有価証券の売却による収入 － 121,805 － 

投資有価証券の取得による支出 △10,595 △47,567 △30,806 

投資有価証券の売却による収入 21,125 20,339 71,486 

関係会社株式の取得による支出 － △125,630 － 

有形固定資産の取得による支出 △6,323 △3,914 △43,775 

有形固定資産の売却による収入 － － 5,778 

長期前払費用の増減 3,923 △656 △2,975 

出資金及び加入金の償還による収入 29,204 － 228,499 

貸付による支出 △240,552 △2,000 △102,176 

貸付金の回収による収入 191,392 921 104,062 

その他 27,625 55,447 19,700 

投資活動によるキャッシュ・フロー 188,301 △342,090 354,812 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額 △20,000 △24,900 △218,100 

株式の発行による収入 14,000 － 1,243,000 

新株予約権の発行による収入 － － 39,000 

自己株式の取得による支出 △236 △26,641 △887 

配当金の支払額 △130,339 △63 △157,453 

少数株主への配当金の支払額 △44,686 △35,746 △44,686 

財務活動によるキャッシュ・フロー △181,262 △87,351 860,872 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 58,847 △1,289,753 427,542 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,599,046 7,036,148 6,599,046 

Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加  9,559 － 9,559 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 6,667,454 5,746,395 7,036,148 
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(5）営業収益の状況 

①受取手数料 
（単位：千円） 

 
前四半期 

（平成19年３月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第１四半期）

前年同四半期比 

（％） 

（参考） 

平成19年３月期 

商品先物取引     

農産物市場 413,467 317,049 △23.3 1,526,715 

貴金属市場 61,217 67,663 10.5 205,723 

アルミニウム市場 42 31 △25.0 80 

石油市場 469,219 183,491 △60.9 1,287,015 

ゴム市場 3,468 2,790 △19.6 10,188 

砂糖市場 － － － － 

水産物市場 1,156 30 △97.4 1,984 

鉄スクラップ市場 60 － － 60 

農産物・飼料指数市場 288 － － 6,726 

その他の受取手数料 － － － 4,186 

商品先物取引計 948,919 571,056 △39.8 3,042,681 

商品ファンド 356 812 128.0 8,520 

外国為替証拠金取引 72,631 22,506 △69.0 167,604 

商品先物取引関連事業計 1,021,906 594,376 △41.8 3,218,807 

証券取引     

委託手数料 569,167 502,541 △11.7 2,010,857 

引受・売出手数料 － － － － 

募集・売出しの取扱手数料 26,085 93,860 259.8 162,793 

その他の受入手数料 19,497 26,376 35.3 82,958 

証券取引計 614,750 622,778 1.3 2,256,609 

受取手数料合計 1,636,657 1,217,154 △25.6 5,475,416 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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②売買損益 

（単位：千円） 

 
前四半期 

（平成19年３月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第１四半期）

前年同四半期比 

（％） 

（参考） 

平成19年３月期 

商品先物取引     

農産物市場 46,531 62,583 34.5 130,677 

貴金属市場 52,196 △28,433 － 59,430 

アルミニウム市場 △678 － － △133 

石油市場 116,721 △18,915 － 417,620 

ゴム市場 11,500 529 △95.4 394 

砂糖市場 － － － － 

水産物市場 873 69 △92.0 4,895 

鉄スクラップ市場 △188 － － △188 

農産物・飼料指数市場 △1,188 － － △2,084 

商品先物取引決済損益計 225,769 15,832 △93.0 610,612 

商品先物取引評価損益 39,842 △54,229 － 43,934 

商品先物取引計 265,612 △38,397 － 654,547 

外国為替証拠金取引 14,633 － － 10,442 

商品先物取引関連事業計 280,245 △38,397 － 664,989 

証券取引     

株券等 88,978 101,777 14.4 396,463 

債券等 133 28 △78.6 233 

その他 540 △190 － 1,619 

証券取引実現損益 89,652 101,614 13.3 398,316 

証券取引評価損益 863 10,146 1075.2 △27 

証券取引計 90,515 111,761 23.5 398,288 

売買損益合計 370,761 73,363 △80.2 1,063,278 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

③その他 
（単位：千円） 

 
前四半期 

（平成19年３月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第１四半期）

前年同四半期比 

（％） 

（参考） 

平成19年３月期 

証券取引     

金融収益 49,217 48,247 △2.0 181,371 

金融費用 17,573 22,008 25.2 70,029 

証券取引差引 31,643 26,239 △17.1 111,341 

その他合計 31,643 26,239 △17.1 111,341 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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