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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

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 ％

19年９月中間期 3,052 20.7 3,012 30.1 686 － 703 －

18年９月中間期 2,530 27.3 2,314 20.3 35 △89.1 34 △85.5

19年３月期 5,522 － 5,120 － 510 － 524 －

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

19年９月中間期 74 － 311 94 311 70

18年９月中間期 △112 － △475 56 － －

19年３月期 186 － 784 61 780 63

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

19年９月中間期 51,215 5,686 11.1 23,729 26

18年９月中間期 37,524 5,531 14.2 22,434 71

19年３月期 44,684 5,661 12.6 23,682 47

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,664百万円 18年９月中間期 5,347百万円 19年３月期 5,644百万円

(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

19年９月中間期 852 △5 △922 4,704

18年９月中間期 1,284 358 △1,199 3,323

19年３月期 1,055 588 260 4,785

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － 200 00 200 00

20年３月期 － － －

20年３月期（予想） － 650 00 650 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

営業収益 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 ％ 円 銭

通期 6,200 12.3 1,550 195.3 780 317.8 3,297 13
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４．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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

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、26ページ「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」をご覧ください。

(3）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９月中間期 238,704株 18年９月中間期 238,344株 19年３月期 238,344株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 3株 18年９月中間期 3株 19年３月期 3株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

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 ％

19年９月中間期 387 △82.7 387 △82.4 150 △2.4 153 △5.2

18年９月中間期 2,244 21.6 2,205 21.0 153 △55.2 162 △39.0

19年３月期 2,502 － 2,463 － 155 － 165 －

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

19年９月中間期 5 △89.1 21 99 21 97

18年９月中間期 47 △73.5 201 67 200 05

19年３月期 6 － 27 41 27 27

(注）当社は、平成18年10月１日付で証券取引事業及び外国為替取引事業を連結子会社であるトレイダーズ証券㈱に承継

　 する会社分割を行い、純粋持株会社制に移行いたしました。そのため同日以降の数値は大幅に変化しております。

(2）個別財政状態

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９月中間期 5,567 5,534 99.0 23,091 70

18年９月中間期 37,237 5,593 15.0 23,437 41

19年３月期 5,656 5,565 98.1 23,279 57

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,512百万円 18年９月中間期 5,586百万円 19年３月期 5,548百万円

(注）当社は、平成18年10月１日付で証券取引事業及び外国為替取引事業を連結子会社であるトレイダーズ証券㈱に承継

　 する会社分割を行い、純粋持株会社制に移行いたしました。そのため同日以降の数値は大幅に変化しております。

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

営業収益 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 円 銭

通期 770 300 230 977 28

※　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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間の日本経済は引き続き緩やかな拡大を見せたものの、米国を震源地とするサブプライムローン

（信用力の低い個人向け住宅融資）問題をきっかけとした市場混乱の影響を少なからず受けることとなりました。サ

ブプライムローン問題により欧米では複数金融機関の経営不安が表面化し、市場がクレジットクランチ（信用逼迫）

の状態に陥った結果、欧米株式市場は急落しました。日経平均株価は、２月に起きた世界同時株安のショックをほぼ

吸収し、７月には年初来高値18,300円に並ぶ水準までの回復を見せていましたが、欧米株式市場の急落につられるよ

うに右肩下がりとなり、８月中旬には15,200円台まで下げ幅を拡大しました。こうした状況を救済すべく、各国の中

央銀行は緊急の資金供給を実施し、９月にはFRB（米連邦準備理事会）がFF金利の誘導目標を2003年６月以来、４年

３ヶ月ぶりに引き下げるなど、市場混乱の沈静化に努める動きが相次いで見られました。市場はこれら緊急措置を好

感し、欧米株式市場は反発を見せ急落分を取り戻したものの、日経平均株価は政局の混迷や日銀の追加利上げに対す

る不透明感が足かせとなったこともあり、17,000円を回復できないまま９月の取引を終えました。

　一方、外国為替市場でもサブプライムローン問題がメインテーマとなりました。株式市場の急落で投資家のリスク

許容度は低下し、それまで構築されてきた円キャリー取引（低金利の円を調達して高金利通貨で運用する手法）を解

消する動きが活発化しました。ドル/円相場は、６月下旬には124円台に乗せていましたが、８月中旬には111円台まで

急落しました。ユーロ/円相場も７月には史上最高値の169円手前まで上昇を見せていたものの、約１ヶ月間で20円の

下落を記録するなど、クロス円は総じて急落しました。一方、円が買い戻されたのとは対照的にドルは主要通貨に対

して軟調に推移しました。これは、サブプライムローン問題で損失を被った金融機関を中心にリストラが進められ、

８月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が４年ぶりに減少するなど、サブプライムローン問題が米国の実体経済

へ影響を与えるのではという懸念があり、さらにFRBによる利下げによって、オーストラリア、ニュージーランドやイ

ギリス等欧州の高金利国と米国との間の金利差が拡大し、ドルの買いが手控えられたことが要因となりました。

　このような経済状況の中、 子会社であるトレイダーズ証券株式会社では、大阪証券取引所で９月に導入された日経

225先物・オプション取引のイブニング・セッションの取扱いを開始し、取引時間拡大によりさらなる収益の獲得機会

を得ました。また、外国為替取引システムにおきましては、昨今の急激な市場変動に対して円滑かつ迅速な対応、安

定的な稼動発注を顧客へ提供できるようサーバー等の増強を９月末に行い、処理能力が約４倍アップしたサービスが

実現しました。さらに、コミットメントライン契約におきましては、９月末をもって使用使途・契約金額を拡大した

新規条件のもと再契約を行いました。これにより市場の変動や取引拡大において柔軟かつ、安定的な資金調達が可能

となり、事業基盤の強化に貢献いたしました。

　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1,217,872千円（対前年同期比19.5％増）、トレー

ディング損益1,767,999千円（対前年同期比47.7％増）、投資顧問収入43,846千円（対前年同期比18.0％減）となり、

営業収益全体で3,052,904千円（対前年同期比20.7％増）を計上する増収となりました。販売費及び一般管理費におき

ましては、オンライン取引システムへの設備投資費用が増加したものの、前連結会計年度において不採算事業であっ

たＦＡ（歩合外務員）事業部の廃止や連結子会社の売却を実施した効果が人件費の大幅な減少等に表れてきたことに

より、2,325,858千円（対前年同期比2.0％増）となりました。営業外損益におきましては、主に金銭信託からの収益

金及び受取利息が発生いたしました。特別損益におきましては、９月に発生した証券取引システムのシステム障害に

よる損失、システム入替に伴い発生した固定資産除却損等により特別損失は554,283千円（対前年同期比66.8％増）と

なりました。

　この結果、当中間連結会計期間の営業利益は686,854千円（対前年同期比1,836.3％増）、経常利益は703,824千円

（対前年同期比1,930.0％増）、中間純利益は74,367千円（前年同期は112,944千円の中間純損失）となり、当中間連

結会計期間においては増収増益となりました。 

　なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

証券取引事業

　当事業部門におきましては、市場の乱高下の影響を受けたものの、顧客に対するオンライン取引サービスの充実に

尽力してまいりました結果、顧客口座数も２倍近い増加となり、受入手数料は順調な伸びを見せました。

　この結果、当中間連結会計期間における営業収益は1,235,138千円（対前年同期比19.1％増　うち、受入手数料

1,217,872千円、トレーディング損益△5,919千円、金融収益23,185千円）、営業利益は16,225千円（前年同期は営業

損失87,484千円）となりました。顧客口座数は15,585口座（対前年同期比86.8％増）、預り資産は33,151,817千円（対

前年同期比45.8％増　保護預り有価証券残高を除く）となりました。 

外国為替取引事業

　当事業部門におきましては、外国為替証拠金取引市場の拡大とともに、米国のサブプライムローン問題の影響を受

けた市場の激しい値動きによる収益獲得機会の増大により、取引高及び顧客口座数は大幅に増加いたしました。しか
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し、主にドルの急落により損失を被った顧客の預り資産が減少したことにより、顧客からの預り資産は横ばいとなり

ました。

　この結果、当中間連結会計期間における営業収益は1,773,918千円（対前年同期比47.0％増）、営業利益は1,122,953

千円（対前年同期比48.0％増）となりました。顧客口座数は18,069口座（対前年同期比78.5％増）、預り資産は

16,266,269千円（対前年同期比1.6％増）となりました。 

投資顧問事業

　当事業部門におきましては、投資一任取引業務の日本株ロング・ショートファンドの運用資産の伸び悩みにより、

営業収益は減少いたしました。

　この結果、当中間連結会計期間における営業収益は43,846千円（対前年同期比18.0％減　うち、内部営業収益7,100

千円）、営業損失は40,832千円となりました。 

(2）財政状態に関する分析

 1.資産、負債及び資本の状況

 　総資産は、主に分別信託している顧客からの預り資産増加（証券取引は預託金、外国為替取引は現金及び預金に計

上）、大阪証券取引所とカバー先金融機関に差入れている証拠金の増加により、前年同期比13,690,523千円増により

51,215,408千円となりました。負債合計は、主に顧客からの預り金、受入保証金の増加により、前年同期比13,535,583

千円増により45,528,699千円となりました。純資産合計は、主に利益剰余金の増加により、前年同期比154,940千円増

の5,686,708千円となりました。

 2.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852,356千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて5,897千円の支出超過、財務活動

によるキャッシュ・フローにおいて922,181千円の支出超過となりました。この結果、当中間連結会計期間末の資金残

高は、前連結会計年度末に比べて81,093千円減少し、4,704,389千円となりました。

　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。 

（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852,356千円の収入超過（前中間連結会計期間は1,284,371千円

の収入超過）となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益149,541千円、非資金費用である減価償却費99,569

千円のほか、トレーディング商品（外国為替取引におけるカウンターパーティに対する既決済・未受渡しの損益）の

受渡しによる収入714,158千円によるものであります。 

（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5,897千円の支出超過（前中間連結会計期間は358,561千円の収

入超過）となりました。これは、固定資産への設備投資による支出9,165千円、投資有価証券の取得による支出25,000

千円によるものであります。

（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922,181千円の支出超過（前中間連結会計期間は1,199,644千円の

支出超過）となりました。これは、主に借入金の返済による支出722,020千円及びファイナンス・リース債務の返済に

よる支出159,093千円によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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、株主に対する安定的な利益還元を重要

な基本方針と考え、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。

　当期の期末配当金は、１株当たり650円00銭を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、事業運営及び財務状態その他に関する事項のうち、投資家の投資判断に影響を及ぼす可能性がある

リスク要因には、次のようなものがあります。

　なお、文中の記載は、本書の記載時点で当社グループが合理的に認識するものであり、すべてのリスク要因を正確に

網羅するものではなく、また将来の事項については不確実性を有します。 

　①　経営環境について

　　(a) 競合について

　証券取引業界及び外国為替取引業界は、米国に端を発するサブプライム・ショックによって一時的に市場が混乱

しましたが、次第に落ち着きを取り戻し、不確定要素は残しつつも引続きその市場規模を拡大しています。また、

当社グループが創業した当初はニッチなマーケットとされていたリテール向け金融デリバティブ取引も、法整備や

投資家教育が進んだことで一般化し、多くの金融商品取引業者が取扱いを開始した他、外資系、大手または準大手

の総合金融商品取引業者も自ら、または子会社等を設立して事業に参入しています。

　各社はそれぞれの特徴を押し出して顧客の獲得、サービスレベルの向上、取扱い商品の増加、手数料の引下げ、

取引単位の縮小、高度で安定した取引システムの開発その他に努めておりますが、競合は激しく、マーケットの効

率化、黎明期に比した利益率の低下、及び高品質を保つための費用の増加等は避けられません。

　当社グループは、創業来一貫してリテール向け金融デリバティブ取引のリーディングカンパニーとなることを目

指しており、他社との差別化を図るための施策及びブランディングを推進していますが、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、顧客から選択されない場合、並びに競合他社に比したサービスレベルの低下

によって顧客のニーズを満たすことができない場合等には、集客力の低下その他によって当社グループの業績に影

響を及ぼす場合があります。

　　(b) 相場の変動が証券子会社の業績に与える影響について

　連結子会社トレイダーズ証券株式会社（以下、本項において「証券子会社」といいます。）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、証券子会社の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、証券子会社の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、相場変動が小さく、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、証券子会社の取引高に影響を及ぼす可能性があります。

　また、証券子会社は、顧客との取引によって生じる証券子会社の外国為替持高（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（市

場リスク）を回避しております。しかし、短時間に著しい為替変動が生じた場合等、証券子会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、証券子会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。

　　(c) 特定の事業（商品）に依存していることについて

　当社グループの業績は、中核となる証券子会社が営む証券取引事業の日経225先物取引及びオプション取引並びに

外国為替取引事業の外国為替証拠金取引に大きく依存しています。証券子会社の主力商品は金融デリバティブ取引

であり、相場の上昇局面および下方局面のいずれでも収益機会を有するため、現物株式取引等に比して収益機会の

多い商品ではありますが、ボラティリティ（変動率）の大小によっては取引量が大きく影響を受けることがありま

す。将来の相場動向は予測できず、したがって何らかの理由で上記の中核事業が不振となった場合は、当社グルー

プの業績が伸び悩む可能性があります。

　　(d) 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、外国為替証拠金取引に係る法整備を受けて「くりっく365」と題する商品を上場

させ、同取引の取引所取引を営んでおります。平成19年９月30日現在で参加者14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、取引所取引がシェアを拡大して業界事情に変化を来たした場合、証券子会社は営業体制の見

直しを行う可能性があり、また同取引所への参加を検討する可能性があります。（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。）
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　②　市場リスクについて

　証券子会社は、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連結子会社トレ

イダーズ投資顧問株式会社を通じて、自己資金を証券取引で運用しております。証券子会社は、金融商品取引業者

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、証券子会社の業績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。  

　③　信用リスクについて

　　(a) 証券取引業務にかかる信用リスクについて

　証券子会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、現物株式取引、信用取引及び投

資信託等があります。

　まず、日経225先物取引及びオプション取引について、平成19年９月30日現在、証券子会社は、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、証券子会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、証券子会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、証券子会社は顧客に対する債権の全部また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とき、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、証券子会社は、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。証券子会社は後日、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、証券子会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、証券子会社は顧客に対する債権の全部また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19年９月30日現在、証券子会社は、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、証券子会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、証券子

会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、証券子会社は顧

客に対する債権の全部または一部について貸倒の損失を負う可能性があります。

　　(b) 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19年９月30日現在、証券子会社は、顧客から約定代金の１～３％（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25％としております。

　証券子会社は、自動ロス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、必要証拠金を超えて顧客に損失が生じる可能性を低くしています。しか

し、たとえばアジアの通貨危機時や本年のサブプライムローン問題のような特異な例においては、相場が一瞬にし

て激動する可能性も起こり得ます。仮に顧客に必要証拠金を超える損失が生じる場合は、当該超過分を顧客に請求

しておりますが、顧客が支払いに応じないとき、証券子会社は顧客に対する債権の全部または一部について貸倒の

損失を負う可能性があります。

　④　オペレーションリスクについて

　証券子会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、それが明らかに証券子会

社の過失であれば、証券子会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。証券子会社は、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、仮にこのような事故に基づく損害賠償
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が発生した場合には、証券子会社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、証券子会社は、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。しかしながら、

業務効率が不十分な状況が発生し、または役職員が正確な事務処理を怠り、あるい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、事務処理能力が低下し、十分かつ適切なサービスが提供できなくなった場合

には、証券子会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により証券子会社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。

　⑤　資金流動性リスクについて

　証券子会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、

金融商品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った場合は、一時的に資金需要が逼迫するおそれがあります。

　証券子会社は、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43億

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年ごと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

トライン契約が再締結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。

　⑥　自己資本規制比率について

　自己資本規制比率は、固定化されていない自己資本をリスク相当額（基礎リスク、市場リスク及び取引先リスク

等）で除した比率であり、顧客資産の預託を受ける金融商品取引業者は、その財務状態の健全性を維持するために、

法令によって一定以上の自己資本規制比率を確保することが求められています。

　証券子会社は、平成19年９月30日時点で十分な自己資本規制比率を保っており、同法令の定めに抵触すること、

及び顧客資産に悪影響を与えることはありませんが、将来固定化されていない自己資本が減少し、またはリスク相

当額が増加することで自己資本規制比率が著しく低下した場合において、増資または利益剰余金の蓄積その他によっ

て同比率の改善ができなかったときは、監督官庁による行政処分等により証券子会社の信用力が低下し、事業に影

響を与える可能性があります。

　⑦　清算預託金について

　清算預託金は、金融商品取引所の清算参加者が破綻し、取引の履行ができなくなった場合に、この不履行分を埋

め合わせる原資の一つとして使用されるものであり、金融商品取引所の清算参加者となっている金融商品取引業者

等は、金融商品取引所が定める算定式に従って算出した金額を預託しなければなりません。これは、清算参加者の

不履行及び破綻が連鎖しないように、清算参加者全体で破綻者に起因する損失を負担（ロスシェア）するもので

す。

　平成16年11月に主要諸国の監督当局・中央銀行が公表した「清算機関のための勧告」に従い、清算機関たる大阪

証券取引所は、清算リスクの管理を強化するべく、施策の一つとして清算預託金制度の見直しを行いました。預託

すべき金額は、直近のボラティリティ等を勘案し、大阪証券取引所が提供する市場において想定される過去６ヶ月

間の最大損失額を清算預託金所要額の総額とし、これを各清算参加者の取引証拠金額に応じて負担配分するもので

あり、月次で更新されます。その結果、平成19年４月において、証券子会社が預託すべき金額が大きく増加いたし

ました。

　証券子会社は、既に資金確保の対策を講じており、上記の清算預託金制度の見直しによって事業上の支障を生じ

ることはありませんが、仮に今後、大阪証券取引所が提供する市場に係るボラティリティが急上昇する等により、

預託すべき金額が想定を超えて多額になった場合、証券子会社は、資金を確保するため財務上の影響を受ける可能

性があります。

　⑧　役職員の不正行為について

　証券子会社は、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、証

券子会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。

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 7 －



　証券子会社は、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証券子会社に損害が生じ、もしくは証券子会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、証券子会社の業績に大きな影響を与える可能性があ

ります。

　⑨　証券子会社の営業体制について

　証券子会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。

　オンライン取引は、顧客に高度な取引シミュレーションを提供し、また電子化された様々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、いわゆるオンライン金

融商品取引業者との差別化を図る上でも、顧客と直接対話をすることができるコールセンター機能を拡充すること

が、付加価値を生む差別化要因として有益であると考えております。したがって、オンライン取引とコールセンター

取引という２つの異なる取引チャネルを整備・維持することは、重要な営業施策であると認識しております。

　しかし、複数の営業体制を維持することは、人件費を中心とする固定費用の増加に繋がるため、適切な均衡を図っ

ていくことが益々重要となりますが、今後、その適切な均衡を維持することができず経営効率が低下した場合は、

証券子会社の業績に影響を及ぼす可能性があります。　

　⑩　システムについて

　　(a) システム障害について

　証券子会社のシステムは、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。証券子会社は、

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、証券子会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、証券子会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。証券子会社は、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、証券子会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

証券子会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、証券子会社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。

     (b) システム運営及び保守について

　当社は、証券取引事業及び外国為替取引事業に係る取引システムの運営及び保守の実務を、効率性を高めるべく、

特定のシステム会社に集中的に委託しております。

　当該システム会社は、取引システムの品質管理と適正な運営のため、組織的、人的及び技術的な各種措置を講じ

てシステム障害が生じないように、また生じたとしてもその影響が最小限に止まるように努めておりますが、それ

にも関わらず予測し得ない誤作動、当該システム会社内におけるルールの不遵守、容易には発見できないロジック

の瑕疵、何らかの原因による監視システムの不能等により、取引システムの運営及び保守に不備が生じた場合は、

当該不備に起因する執行不能、誤作動、誤発注等により損害を生じ、または顧客、金融商品取引所、証券子会社を

取次ぎ先もしくは相手方とする同業他社等の取引関係者と紛議を生じて、証券子会社の業績に影響を与える可能性
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があります。

　また、委託する業務が特定のシステム会社に過度に集中した場合、当該システム会社の委託先としての適格性に

疑義を生じたとしても、容易に代替の存在を手配することができず、または代替の存在を手配できた場合も委託先

の切替えに多額のコストが生じ、もしくは収益機会を逸する可能性があります。 

　　 (c) システム開発等について

　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、取引システムの継続的な開発、改良等が欠かせません。

　証券子会社は、取引システムの開発が戦略的競争要因として最も重要視しており、今後も最優先課題の一つとし

て積極的に経営資源を投入し、他社との差別化を図っていく予定です。しかし、こうしたシステム投資の額が想定

以上に多額になった場合や、当初に見込んだ通りの投資効果が得られなかった場合、あるいは開発ミスにより大き

なシステムトラブル等が発生した場合などにおいて、これらに起因して損害賠償もしくは機会損失が発生し、また

は競争力を維持できず新規顧客の減少や既存顧客の流出が生じた場合には、証券子会社の業績に大きな影響を及ぼ

す可能性があります。

　⑪　業務委託について

　証券子会社は、証券取引及び外国為替取引システムの開発、運営及び保守、並びに顧客資産の分別保管業務等、

並びに帳票作成等のバックオフィス業務その他を外部業者に委託しております。平成19年９月30日時点で、これら

の業務委託先との取引関係に重大な懸念は生じておらず、証券子会社の事業運営に資しておりますが、将来にわたっ

て良好な関係、状況及び業務委託先が提供するサービスの質等が継続する保証はなく、また経営環境の変化に伴い、

業務委託先の変更を余儀なくされる可能性もあります。

　このため、仮に何らかの理由で、証券子会社の事業上重要な業務委託先との取引関係が解消された場合には、業

務運営の見直しを余儀なくされる等の影響が生じる可能性があり、また適切な代替取引先を確保できなかった場合

には、証券子会社の業務に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　⑫　人材の確保及び育成について

　証券子会社が主として取扱う日経225先物取引およびオプション取引、外国為替証拠金取引といった金融デリバ

ティブ取引は、現物株式等の通常取引に比して複雑な仕組みとなっており、業務の運営、取引の執行及びコンプラ

イアンス体制その他について、より高い専門性が役職員に要求されますが、適応する人材の確保、育成は容易なこ

とではありません。また、証券子会社は社歴の浅い新興企業であり、常に目まぐるしい外部環境の変化に晒されて

いるため、これに対応し得るだけの人材の確保及び育成は重要な経営課題であると認識しております。

　しかしながら、現在の証券子会社は、役員と一部の従業員に大きく依存する面があり、今後、市場規模の拡大に

応じた人材確保が充分に図れず、仮に要となる人材が外部に流出した場合には、適切な業務運営や今後の成長性に

悪影響を及ぼす可能性があります。

　⑬　法令諸規則の改正等について

　証券子会社は、証券取引事業及び外国為替取引事業（第一種金融商品取引業）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及び金融先物取引業協会に加入し、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、証券子会社は、金融商品取引法その他の法令のほか、日本証券業協会及び金融先物取引業協会が定め

る規則、並びに大阪証券取引所が定める規則に服しており、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。

　証券子会社は、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、仮に前記の検査等によって法令諸規則違反を指摘され、行政処分等を受けるに至った場合、証

券子会社の信用力の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、あるいは第一種金融商品取引業者としての登録を取消された場合等は、証券子会社の事業継続に

重大な影響を与える可能性があります。

　さらに、証券取引事業及び外国為替取引事業（第一種金融商品取引業）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、あるいは逆に緩和されて競争が促進
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されること等によって、証券子会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、平成

19年９月をもって完全施行されました。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

望ましいものと認識しておりますが、証券子会社を含む金融機関に大きな影響を与えます。施行後間もない現時点

において、同法の具体的な運用や監督官庁の指導・通達等は必ずしも明らかではありませんが、今後の運用状況、

改正状況その他によっては、証券子会社に上記と同様の影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑭　個人情報の保護について

　証券子会社は、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。証券子会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、同法よりも一段と厳格

な管理体制を要求するプライバシーマーク（JISQ15001）の認定を受けました。また、認定後も、精度の高い管理体

制を維持するとともに、これをさらに向上させるため、企画（Plan）、実行（Do）、監査（Check）、見直し

（Act）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、証券子会社は、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、それにもかか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、損害賠償額の支払いや対応コスト等の発生、あるいは証券子会社の信用が低下すること等によって、証券子

会社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑮　知的財産権について

　証券子会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権については、証券子会社の認識

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

証券子会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、または証券子会社サービスの後退もしくは信用低下等に

よって損失が生じ、証券子会社の業績に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
　当社グループは、当社、連結子会社３社及び非連結子会社１社で構成されております。

　当社は、純粋持株会社として、これらの事業会社の経営支配及び経営管理を行っております。連結子会社として、第

一にトレイダーズ証券㈱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（第

一種金融商品取引業）を営んでおります。第二にトレイダーズ投資顧問㈱は、投資顧問業（投資助言・代理業）及び投

資一任業務（投資運用業）を営んでおります。第三に㈱インベストは、トレイダーズ証券㈱を所属金融商品取引業者と

する金融商品仲介業者として金融商品仲介業を営んでおります。非連結子会社のトレイダーズプリンシパルインベスト

メント㈱は、将来的にその他の投資取引を営むための準備として設立しております。

　なお、当社は、平成19年３月30日付、連結子会社であったトレイダーズフィナンシャルシステムズ株式会社に係る保

有株式のすべてを、ＳＢＩイー・トレード証券株式会社及びトレードウィン株式会社に譲渡致しました。これにより、

トレイダーズフィナンシャルシステムズ株式会社は、同日以降、当社の企業集団に属さなくなりました。

　当社グループの系統図は下記のとおりであります。 
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３．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは金融サービスを通じて、社会・経済の発展に貢献すべく、リテール向け金融デリバティブ取引に

特化し、当分野のリーディングカンパニーとなることを基本方針とします。

　証券取引事業の主力商品は、日経225先物・オプション取引（日経225miniを含む。以下同じ。）であり、外国為

替取引事業の主力商品は、外国為替証拠金取引であります。

　市場規模の拡大に伴って激化する競争を踏まえ、内部管理体制を強化するとともに、迅速な対応を可能とする経

営体制の確立に努め、徹底した顧客視点に立った金融サービスを提供いたします。

　当社グループは、持株会社体制の下、当社は経営支配及び管理並びにグループ戦略の立案を行い、当社グループ

に属する各事業会社は自らの分掌する事業に特化することで、企業集団としての価値を高めることを目指します。

(2）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。

(3）中長期経営戦略

　金融デリバティブ取引業界においては、個人投資家層の裾野が広がり、市場規模が拡大する一方で参入企業の増

加による企業間競争が激化し、事業環境、経営環境は大きく変化しております。当社グループは、お客様の満足度

を高めるため、提供する金融商品・サービスの質をさらに向上させることで競合他社との差別化を図ります。

　また、上場会社としての優位性、持株会社制のメリット、業界の先駆者として蓄積したノウハウや知名度を最大

限に活用し、独自色を明確化させ、「お客様とともに成長する企業」として一層信頼される「トレイダーズ」ブラ

ンドを確立することを目指します。

　なお、当社グループが主軸とする証券取引事業及び外国為替取引事業に係る戦略は、次の通りであります。 

（ターゲット）

　金融デリバティブ市場の拡大と投資家教育の進展、それに伴って増加する個人投資家層の裾野が急拡大している

環境を踏まえ、金融知識と投資経験が豊富なアクティブ投資家者層や富裕層など資産運用ニーズのある投資家を幅

広く取り込むことを目指します。

（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。お客様の投資スタンスやサービスに対するニーズに合わせたユ

ニークな金融商品・サービスを、当社の特長を活かしながら積極的に提供していくことで、他社と差別化させ、競

争優位性を高めて参ります。

（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。戦略的・包括的な

マーケティング活動を推進し、お客様の多様な投資ニーズを継続的に収集・分析し、金融商品・サービスに反映し

ていくこと等を通じて、顧客基盤の拡大と収益の向上を図って参ります。

(4）会社の対処すべき課題

　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、新たなビジネス機会への積極的な取組みによ

る収益力の強化を図ります。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における顧客利便性の向上

  平成19年度において、ユーザビリティを向上させた新しいオンライン取引システム『TRADE STADIUM』のリ

リースを予定しております。当システムの特徴は、オンライン上での証券先物取引において格段の操作性とス

ピードを兼ね備え、ディーラーや機関投資家の使用ツールとほぼ同水準の取引環境を実現するものです。また、

お客様ご自身での口座管理機能も向上します。さらに多彩な分析機能・取引機能を有しており、トランザクショ

ンの高速処理が実現します。

　また、外国為替取引システムにおいては、システムサーバー容量を増強し(平成19年10月に実施)、今後の注

文件数の増加に備えるとともに、オンライン取引手数料をゼロ(無料)化し(平成19年10月に実施) 、顧客利便性
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を向上させました。さらに当期中において、新しい高機能トレーディング・プラットフォームをリリースする

予定です。当システムの特徴は、注文の執行速度、安定性及び操作性等に優れており、現在稼動しているオン

ライン取引システムと併せて、お客様に複数の選択肢を提供することで、様々な顧客層の取り込みと効率的な

事業展開を目指して参ります。

 ② 収益源の多様化

（最適なビジネスドメインの取捨選択）

  純粋持株会社制としたことにより、新規事業の立ち上げや事業再編を含むビジネスドメインの取捨選択を、

従来以上にスピーディに行うことができる経営体制となりました。当社グループでは、こうしたメリットを最

大限に活用し、効率的に収益機会の拡大を図り、グループ全体の企業価値を高めて参ります。

（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、当社グループは証券仲介業者に対する業務委託により、販売チャネル網

の拡大に努めて参りました。平成19年９月末時点で24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、取扱商品の販路拡充と収益基盤の強化を図って参ります。

 ③ ブランディングの強化

  マーケティング活動の一環として、お客様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

  コンプライアンスは、企業価値を支える骨格であります。当社グループは、内部管理統括責任者、個人情報

保護管理者、及び情報取扱責任者等を定めており、引き続きこれらの者を中心として、よりよい内部管理体制

を構築し、運営していくことを目指します。

　また、平成19年９月に施行された金融商品取引法に対応した内部統制システムを構築し、従来以上の業務効

率の追求、財務報告の信頼性の確保、法令の遵守、及び資産の保全に努めて参ります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19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 ※１  14,225,686   12,952,389   15,750,482  

２．預託金           

(1）顧客分別金信託  4,509,000   5,468,000   5,291,000   

(2）その他の預託金  141,120 4,650,120  2,000 5,470,000  72,060 5,363,060  

３．売掛金   34,309   －   －  

４．トレーディング商品   461,875   610,418   1,307,676  

５．信用取引資産           

(1）信用取引貸付金  2,853,987   1,280,443   1,765,970   

(2）信用取引借証券担保
金

 7,286 2,861,273  359 1,280,802  252,927 2,018,897  

６．短期差入保証金           

(1）信用取引差入保証金  164,181   250,000   144,181   

(2）先物取引差入証拠金  11,255,450   24,397,634   14,275,032   

(3）外国為替差入証拠金  1,648,369   3,711,047   4,135,508   

(4）その他の差入証拠金  16,837 13,084,838  1,155,000 29,513,682  － 18,554,722  

７．繰延税金資産   6,336   54,240   19,599  

８．その他   405,198   388,221   474,141  

貸倒引当金   △12,109   △92,859   △48,024  

流動資産合計   35,717,530 95.2  50,176,895 98.0  43,440,556 97.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  77,566   64,766   64,766   

減価償却累計額  △17,693 59,872  △22,478 42,288  △18,263 46,503  

(2）器具及び備品  351,776   105,789   231,925   

減価償却累計額  △169,114 182,662  △67,979 37,810  △147,714 84,210  

有形固定資産合計   242,534 0.6  80,098 0.2  130,713 0.3

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   622,025   212,152   358,046  

(2）ソフトウェア仮勘定   109,709   3,150   －  

(3）連結調整勘定   493   －   －  

(4）その他   5,489   4,718   4,848  

無形固定資産合計   737,717 2.0  220,021 0.4  362,894 0.8

３. 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   398,991   336,142   332,899  

(2）繰延税金資産   36,329   34,544   30,874  

(3）その他   391,780   367,706   386,806  

投資その他の資産合
計

  827,101 2.2  738,393 1.4  750,580 1.7

固定資産合計   1,807,353 4.8  1,038,512 2.0  1,244,188 2.8

資産合計   37,524,884 100.0  51,215,408 100.0  44,684,744 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19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．トレーディング商品   －   97,269   80,368  

２．信用取引負債           

(1）信用取引借入金  2,797,292   1,269,332   1,739,297   

(2）信用取引貸証券受入
金

 7,216 2,804,508  359 1,269,692  252,927 1,992,224  

３．預り金           

(1）顧客からの預り金  3,993,552   5,276,134   4,876,152   

(2）その他の預り金  108,317 4,101,870  40,561 5,316,695  126,670 5,002,823  

４．受入保証金           

(1）信用取引受入保証金  394,627   232,289   571,701   

(2）先物取引受入証拠金  11,317,389   24,368,721   14,284,177   

(3）外国為替受入証拠金  12,115,654 23,827,672  12,588,210 37,189,220  14,450,524 29,306,404  

５．短期借入金   480,000   1,165,000   1,820,000  

６．一年内返済予定長期借
入金 

  144,560   77,520   144,240  

７．未払法人税等   39,621   102,109   185,316  

８．その他   242,329   178,208   220,337  

流動負債合計   31,640,561 84.3  45,395,716 88.7  38,751,714 86.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   66,400   －   －  

２．リース債務   231,609   65,374   224,468  

３．退職給付引当金   10,268   8,147   6,947  

４．その他   19,537   －   －  

固定負債合計   327,814 0.9  73,521 0.1  231,415 0.5

Ⅲ　特別法上の準備金           

１．証券取引責任準備金 ※２  24,740   59,461   40,133  

特別法上の準備金合計   24,740 0.1  59,461 0.1  40,133 0.1

負債合計   31,993,116 85.3  45,528,699 88.9  39,023,263 87.3

 （純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   2,830,965 7.5  2,837,565 5.6  2,830,965 6.3

２．資本剰余金   2,090,064 5.6  2,090,064 4.1  2,090,064 4.7

３．利益剰余金   428,802 1.1  732,055 1.4  722,144 1.6

４．自己株式   △498 △0.0  △498 △0.0  △498 △0.0

 　株主資本合計   5,349,333 14.2  5,659,186 11.1  5,642,675 12.6

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  5,011 0.0  1,827 0.0

 　 評価・換算差額等合計   △2,221 △0.0  5,011 0.0  1,827 0.0

Ⅲ　新株予約権   7,576 0.0  22,510 0.0  16,978 0.1

Ⅳ　少数株主持分   177,079 0.5  － －  － －

純資産合計   5,531,767 14.7  5,686,708 11.1  5,661,481 12.7

負債純資産合計   37,524,884 100.0  51,215,408 100.0  44,684,744 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

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   1,019,200   1,217,872   2,341,774  

２．トレーディング損益           

(1）証券取引  △1,750   2,200   24,251   

(2）外国為替取引 ※１ 1,206,435   1,773,918   2,414,487   

(3) その他  △7,433 1,197,252  △8,119 1,767,999  △5,887 2,432,851  

３．金融収益   27,354   23,185   54,216  

４．システム販売等収入   286,515   －   693,199  

５．投資顧問料収入   －   43,846   －  

営業収益計   2,530,322 100.0  3,052,904 100.0  5,522,041 100.0

Ⅱ　金融費用   38,110 1.5  40,191 1.3  71,487 1.3

Ⅲ　売上原価   177,223 7.0  － －  330,333 6.0

純営業収益   2,314,988 91.5  3,012,712 98.7  5,120,220 92.7

Ⅳ　販売費及び一般管理費           

１．取引関係費  633,891   744,579   1,293,676   

２．人件費  940,652   689,425   1,827,013   

３．不動産関連費  367,415   528,626   878,669   

４．事務費  117,786   130,555   235,609   

５．減価償却費  91,735   99,569   106,117   

６．租税公課  34,818   31,145   54,549   

７．貸倒引当金繰入額  5,621   44,835   42,956   

８．のれん償却額  429   －   1,167   

９．その他  87,165 2,279,515 90.1 57,121 2,325,858 76.2 170,247 4,610,007 83.5

営業利益   35,473 1.4  686,854 22.5  510,213 9.2

Ⅴ　営業外収益           

１．受取利息及び配当金  7,980   24,969   28,641   

２．為替差益  －   －   12,716   

３．その他  3,801 11,781 0.5 4,342 29,312 1.0 12,030 53,389 1.0

Ⅵ　営業外費用           

１．支払利息  7,735   2,898   12,046   

２．新株交付費  －   －   1,276   

３．創立費  －   －   15,287   

４．投資事業組合損失  －   843   7,123   

５．為替差損  1,561   4,983   －   

６．その他  3,287 12,583 0.5 3,616 12,342 0.4 2,957 38,690 0.7

経常利益   34,671 1.4  703,824 23.1  524,911 9.5
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

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．投資有価証券売却益  193,249   －   193,249   

２．関係会社株式売却益  －   －   71,426   

３．前期損益修正益  4,500 197,749 7.8 － － － 3,500 268,175 4.9

Ⅷ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ －   102,327   9,010   

２．証券取引責任準備金繰入

額 
 11,906   19,328   27,299   

３．投資有価証券評価損  －   －   11,789   

４．損害賠償支払金  16,732   －   18,669   

５．解約違約金  －   10,863   15,500   

６．事業整理損  －   －   18,920   

７．前期損益修正損  －   25,264   －   

８．システム障害損  －   384,103   －   

９．減損損失 ※３ 303,729   －   303,729   

10．その他特別損失  － 332,367 13.2 12,396 554,283 18.2 － 404,919 7.3

税金等調整前中間（当

期）純利益（△損失）
  △99,947 △4.0  149,541 4.9  388,167 7.1

法人税、住民税及び事業

税
 31,454   115,668   203,404   

法人税等調整額  38,604 70,058 2.8 △40,495 75,173 2.5 28,019 231,423 4.2

少数株主損失   57,062 2.3  － －  29,928 0.5

中間（当期）純利益（△

損失）
  △112,944 △4.5  74,367 2.4  186,671 3.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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

　　　　　　　　　　　

新株の発行 27,389    27,389

剰余金の配当（注）   △94,738  △94,738

役員賞与（注）   △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

 

新株の発行     27,389

剰余金の配当（注）     △94,738

役員賞与（注）     △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

（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。

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 18 －



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高

（千円）
2,830,965 2,090,064 722,144 △498 5,642,675

中間連結会計期間中の変動額

　　　　　　　　　　　

新株の発行 6,599    6,599

剰余金の配当（注）   △47,668  △47,668

中間純利益   74,367  74,367

連結子会社の増加に伴う減少高   △16,788  △16,788

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）
6,599 － 9,911 － 16,510

平成19年９月30日　残高

（千円）
2,837,565 2,090,064 732,055 △498 5,659,186

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19年３月31日　残高

（千円）
1,827 1,827 16,978 5,661,481

中間連結会計期間中の変動額

 

新株の発行    6,599

剰余金の配当（注）    △47,668

中間純利益    74,367

連結子会社の増加に伴う減少高    △16,788

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）
3,183 3,183 5,532 8,715

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
3,183 3,183 5,532 25,226

平成19年９月30日　残高

（千円）
5,011 5,011 22,510 5,686,708
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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）
2,803,576 2,090,064 666,485 △498 5,559,627

連結会計年度中の変動額

　　　　　　　　　　　

新株の発行 27,389    27,389

剰余金の配当（注）   △94,738  △94,738

役員賞与（注）   △30,000  △30,000

当期純利益   186,671  186,671

連結子会社減少による減少高   △6,274  △6,274

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）
27,389 － 55,658 － 83,048

平成19年３月31日　残高

（千円）
2,830,965 2,090,064 722,144 △498 5,642,675

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

連結会計年度中の変動額

 

新株の発行     27,389

剰余金の配当（注）     △94,738

役員賞与（注）     △30,000

当期純利益     186,671

連結子会社減少による減少高     △6,274

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△221,683 △221,683 16,978 △234,141 △438,846

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△221,683 △221,683 16,978 △234,141 △355,798

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,827 1,827 16,978 － 5,661,481

（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) 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18年４月１日
　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
  （自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日）

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）

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）

 △99,947 149,541 388,167

減価償却費  157,918 99,569 284,999

株式報酬費用  7,576 5,532 16,978

のれん償却額  429 － 1,167

固定資産除却損  － 102,327 9,010

投資有価証券売却益  △193,249 － △193,249

関係会社株式売却益  － － △71,426

投資事業組合損失  － 843 7,123

投資有価証券評価損  － － 11,789

システム障害損  － 384,103 －

減損損失  303,729 － 303,729

損害賠償支払金  16,732 － 18,669

貸倒引当金の増減額  4,593 44,835 41,508

損害補償損失引当金の増減額  － 12,396 －

退職給付引当金の増減額  224 1,200 △3,097

証券取引責任準備金の増減額  △846 19,328 14,547

受取利息及び配当金  △7,980 △24,969 △28,641

支払利息  7,735 2,898 12,046

為替差損益  △1,301 9,408 △996

顧客分別金の増減額  △655,060 2,610,060 △1,431,000

売上債権の増減額  149,079 － 32,806

トレーディング商品の増減額  △119,621 714,158 △885,054

信用取引資産の増減額  1,322,263 738,095 2,164,639

短期差入保証金の増減額  △20,705 △10,958,960 △5,490,589

その他の流動資産の増減額  △25,374 83,479 △331,606

信用取引負債の増減額  △1,318,012 △722,532 △2,130,296

預り金の増減額  450,945 313,238 1,354,784

受入保証金の増減額  1,948,421 7,882,816 7,427,153

その他の流動負債の増減額  △281,794 △56,899 △120,450

その他の固定負債の増減額  △7,104 － 20,810

役員賞与の支払額  △30,000 － △30,000

小計  1,608,651 1,410,470 1,393,524
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前中間連結会計期間

  （自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
  （自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日）

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）

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  7,980 25,782 27,599

利息の支払額  △8,186 △767 △14,777

システム障害損の支払額  － △384,103 －

損害賠償金の支払額  △16,732 － △18,669

法人税等の支払額  △307,342 △199,025 △332,172

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,284,371 852,356 1,055,504

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  △52,635 △3,855 △91,901

有形固定資産の売却による収入  3,876 － 3,876

無形固定資産の取得による支出  △187,217 △5,310 △150,670

無形固定資産の売却による収入  411 － －

投資有価証券の取得による支出  △143,588 △25,000 △202,791

投資有価証券の売却による収入  746,131 － 785,334

保証金及び預託金の差入による支出  △4,650 △4,090 △48,352

保証金及び預託金の返還による収入  － 9,486 3,106

連結範囲の変更を伴う子会社株式の

売却
※２ － － 281,505

その他投資活動による収入又は支出  △3,765 22,871 8,845

投資活動によるキャッシュ・フロー  358,561 △5,897 588,951

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  △1,040,000 △655,300 500,000

長期借入金の返済による支出  △55,600 △66,720 △122,320

ファイナンス・リース債務の増加に

よる収入
 9,384 － 51,573

ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出
 △46,079 △159,093 △95,409

株式の発行による収入  27,389 6,599 27,389

少数株主からの株式取得による支出  － － △6,000

配当金の支払額  △94,738 △47,668 △94,738

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,199,644 △922,181 260,494

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  382 △8,927 515

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  443,670 △84,651 1,905,466

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,880,016 4,785,482 2,880,016

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等

物の期首残高
 － 3,558 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
※１ 3,323,686 4,704,389 4,785,482
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　　３社 (1) 連結子会社の数　　　　３社 (1) 連結子会社の数　　　　２社

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
トレイダーズ証券㈱
トレイダーズ投資顧問㈱
㈱インベスト

㈱インベストについては、重

要性が増加したことにより、当

中間連結会計期間から連結の範

囲に含めることといたしました。

連結子会社の名称
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㈱は、平成19年３月

30日に同社株式を第三者に譲渡

したため、連結の範囲から除外

しております。なお、当連結会

計年度末をみなし売却日として

損益計算書のみ連結しておりま

す。

(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)　主要な非連結子会社の名称等
 主要な非連結子会社
トレイダーズプリンシパルイ
ンベストメント㈱
 

 （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)　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
トレイダーズプリンシパルイ
ンベストメント㈱

 （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、
当期純損益（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

　持分法を適用していない非連結
　子会社の名称等

　㈱インベスト
 
 
（持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない非
連結子会社（㈱インベスト）
は、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）等からみて、中
間連結財務諸表に及ぼす影響
が軽微であり、かつ、全体と
しても重要性がないため持分
法の適用範囲から除外してお
ります。

　持分法を適用していない非連結
　子会社の名称等

　トレイダーズプリンシパル
　インベストメント㈱
 
（持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない非
連結子会社１社は、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）
等からみて、中間連結財務諸
表に及ぼす影響が軽微であり、
かつ、全体としても重要性が
ないため持分法の適用範囲か
ら除外しております。

　持分法を適用していない非連結
　子会社の名称等

　㈱インベスト
　トレイダーズプリンシパル
　インベストメント㈱
（持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない非
連結子会社２社は、当期純損
益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）
等からみて、連結財務諸表に
及ぼす影響が軽微であり、か
つ、全体としても重要性がな
いため持分法の適用範囲から
除外しております。

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
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

(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

同左

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

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

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 

(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
     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
     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

(会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。

　なお、この変更による当中間連

結会計期間の損益に与える影響は

軽微であります。

(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
　　 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、
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
　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 
  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
　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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

(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。ただし、
資産に係る控除対象外消費税は
発生中間連結会計期間の期間費
用としております。

(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

同左

(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
　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。

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 

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 25 －



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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

 (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。 

────────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)

  当連結会計年度より、「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

5,644,503千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

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。　

────────  (ストック・オプション等に関する会計基

準)

  当連結会計年度より、「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

調整前当期純利益はそれぞれ16,978千円減少

しております。　

────────  (有形固定資産の減価償却の方法)

  法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期

間より、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、この変更による当中間連結会計期間

の損益に与える影響は軽微であります。

────────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。

──────―
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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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　現金及び預金の中には、外国為替取引

顧客分別金10,902,000千円が含まれてお

ります。

※１　現金及び預金の中には、外国為替取引

顧客分別金8,248,000千円が含まれており

ます。

※１　現金及び預金の中には、外国為替取引

顧客分別金10,965,000千円が含まれてお

ります。

※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（シンジケート方

式含む）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、取引銀行を主

幹事として金融機関３社とシンジケート

方式による貸出コミットメント契約を締

結しております。

　これら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、取引銀行を主

幹事として金融機関３社とシンジケート

方式による貸出コミットメント契約を締

結しております。

　これらの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

8,300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 8,300,000千円

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 270,000千円

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  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 485 千円

②　信用取引借入金

の本担保証券
 1,066,458 千円

③　差入証拠金代用

有価証券
  525,500 千円

①　信用取引貸証券 250,718 千円

②　信用取引借入金

の本担保証券
1,645,804 千円

③　差入証拠金代用

有価証券
958,422 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
2,445,868 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
 1,066,458 千円

②　信用取引借証券 485 千円

③　受入証拠金代用

有価証券
3,287,287 千円

①　信用取引貸付金

の本担保証券
 1,645,804 千円

②　信用取引借証券 250,718 千円

③　受入証拠金代用

有価証券
4,786,375 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

 ※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   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 1,124,936千円

取引手数料相当額 565,663千円

スワップ収益 87,080千円

自己ディーリング損益 △3,761千円

　　　　　計 1,773,918千円

クォート収益 1,177,254千円

取引手数料相当額 732,623千円

スワップ収益 362,311千円

自己ディーリング損益 142,298千円

　　　　　計 2,414,487千円

※２　　　　──────── ※２　　　　──────── ※２　固定資産等除却損の内訳

器具及び備品 33,266千円

ソフトウェア 69,060千円

計 102,327千円

建物 383千円

器具及び備品 1,440千円

ソフトウェア 7,186千円

計 9,010千円

 ※３．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 

※３　　　　────────  ※３．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 

 （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

計上いたしました。

 （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）

  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

計上いたしました。

 （減損の金額）

 種類 金額（千円） 

 ソフトウェア 303,729

  (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。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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
 － － － － － 7,576

合計  － － － － － 7,576

 

 　　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28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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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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） 238,344 360 － 238,704

合計 238,344 360 － 238,704

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360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
 － － － － － 22,510

合計  － － － － － 22,510

 

 　　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19年６月26日

定時株主総会 
 普通株式 47,668 200  平成19年３月31日  平成19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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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）

 　　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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末
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） 当連結会

計年度末

残高

（千円）

前連結会

計年度末

当連結会

計年度増

加 

当連結会

計年度減

少 

当連結会

計年度末

 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
 － － － － － 16,978

合計  － － － － － 16,978

 

 　　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28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

（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26日

定時株主総会
普通株式 47,668  利益剰余金 200 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

※１　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

※１　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

※１　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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

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 12,952,389千円

外国為替取引顧客分別金

信託額
△8,248,000千円

現金及び現金同等物 4,704,389千円

現金及び預金勘定 15,750,482千円

外国為替取引顧客分別金

信託額
△10,965,000千円

現金及び現金同等物 4,785,482千円

※２　当連結会計年度に株式の売却により連

結子会社でなくなった会社の資産及び負

債の主な内訳

　　　株式の売却によりトレイダーズフィナ

ンシャルシステムズ㈱が連結子会社でな

くなったことに伴う売却時の資産及び負

債の内訳並びにトレイダーズフィナンシャ

ルシステムズ株式の売却価額と売却によ

る収入は次のとおりであります。

流動資産 517,873 千円

固定資産 414,889 千円

流動負債 △437,612 千円

固定負債 △2,625 千円

少数株主持分 △201,689 千円

連結調整勘定 46,956 千円

関係会社株式売却益 71,426 千円

当該会社株式の売却価額 409,220 千円

当該会社の現金及び現金

同等物
127,714 千円

差引：売却による収入 281,505 千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

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）

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 3,244 3,035

器具及び
備品

278,424 144,339 134,084

その他 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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

建物 6,280 4,500 1,779

器具及び
備品

510,283 201,586 308,696

その他 429,021 54,035 374,985

合計 945,584 260,122 685,462

 
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 3,872 2,407

器具及び
備品

344,798 167,269 177,529

その他 408,340 66,410 341,929

合計 759,419 237,553 521,866

(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 75,403千円

１年超 118,258千円

合計 193,662千円

１年内 232,792千円

１年超 462,485千円

合計 695,277千円

１年内 176,657千円

１年超 355,459千円

合計 532,116千円

(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       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  120,182千円

減価償却費相当額  110,377千円

支払利息相当額  12,976千円

支払リース料       98,063千円

減価償却費相当額  88,161千円

支払利息相当額   10,039千円

(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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（有価証券関係）

前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。

当中間連結会計期間末（平成19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 6,128 1,467

(2) 債券    

　　　社債 50,000 49,420 △580

合計 54,661 55,548 887

　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）

その他有価証券  

 　非上場株式 137,418

 　投資事業組合出資　（注） 143,175

合計 280,593

 （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6,942千円を含んでおりま

　　 す。
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前連結会計年度末（平成19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 4,661 7,874 3,213

(2) 債券    

 　   社債 50,000 49,370 △630

合計 54,661 57,244 2,583

　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）

その他有価証券  

 　非上場株式 157,280

 　投資事業組合出資 118,374

合計 275,654

（注）投資事業組合が保有するその他の有価証券の時価評価による評価差額の持分相当額497千円が含まれております。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円）

　通貨  外国為替証拠金取引   

  　売建 202,618,568 876,819

  　買建 202,338,003 3,230,053

 合計 － 4,106,873

 （注）時価欄はみなし決済損益を記載しております。

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円）

　通貨  外国為替証拠金取引   

  　売建 224,797,174 575,632

  　買建 223,378,539 3,028,845

 合計 － 3,604,477

 （注）時価欄はみなし決済損益を記載しております。

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円）

　通貨  外国為替証拠金取引   

  　売建 345,226,618 △394,700

  　買建 343,926,226 4,960,518

 合計 － 4,565,818

 （注）時価欄はみなし決済損益を記載しております。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

  販売費及び一般管理費　7,576千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第３回ストック・オプション  第４回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　６名  当社の従業員　97名

 株式の種類別のストック・オプション

の付与数（注）１
普通株式　11,650株  普通株式　1,819株

 付与日 平成18年６月29日  平成18年９月１日

 権利確定条件  （注）２  （注）２

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  対象勤務期間の定めはありません。

 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

 平成20年９月２日から平成21年６月30

日まで

 権利行使価格（円） 136,092 85,810

 付与日における公正な評価単価（円） 7,025 4,381

 （注）１．株式数に換算して記載しております。

２．①　新株予約権者は、権利行使の時点において当社または当社子会社の取締役また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また

　　　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　その他の権利行使の条件は、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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

  販売費及び一般管理費　5,532千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

  第５回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数  当社及び当社子会社の従業員　34名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１  普通株式　731株

 付与日  平成19年６月25日

 権利確定条件  （注）２

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間  平成20年９月２日から平成21年６月30日まで

 権利行使価格（円） 38,535

 付与日における公正な評価単価（円） 7,042

 （注）１．株式数に換算して記載しております。

２．①　新株予約権者は、権利行使の時点において当社または当社子会社の取締役また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また

　　　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　その他の権利行使の条件は、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。
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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）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

  販売費及び一般管理費　16,978千円

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

第２回
ストック・オプション

第３回
ストック・オプション

第４回
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役　７名

子会社の取締役　１名
当社の取締役　６名 当社の従業員　97名

株式の種類別のストック・オ

プション数（注）１
普通株式　3,000株 普通株式　11,650株 普通株式　1,819株

付与日 平成16年６月25日 平成18年６月29日 平成18年９月１日

権利確定条件

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。

（注）２ （注）２ 

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間
平成18年６月26日から平成

26年６月24日まで

平成20年７月１日から平成

21年６月30日まで

平成20年９月２日から平成

21年６月30日まで

権利行使価格（円） 18,333 136,092 85,810

付与日における公正な評価単

価（円）
－ 7,025 4,381

 （注）１．株式数に換算して記載しております。

２．①　新株予約権者は、権利行使の時点において当社または当社子会社の取締役また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また

　　　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　その他の権利行使の条件は、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。
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（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       

(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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
証券取引事
業（千円）

外国為替取
引事業
（千円）

投資顧問事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益       

(1）外部顧客からの営業収益 1,235,138 1,773,918 43,846 3,052,904 － 3,052,904

(2）セグメント間の内部営業収

益
49,312 － 7,100 56,412 △56,412 －

計 1,284,451 1,773,918 50,946 3,109,317 △56,412 3,052,904

営業費用 1,268,225 650,965 91,779 2,010,970 355,080 2,366,050

営業利益又は営業損失（△） 16,225 1,122,953 △40,832 1,098,346 △411,492 686,854

　（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

　投資顧問事業……………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760,102千円であり、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。

４．事業区分の変更

　事業区分につきましては、従来「証券取引事業」、「外国為替取引事業」、「システム販売等事業」の３

つに区分しておりましたが、当中間連結会計期間より、「証券取引事業」、「外国為替取引事業」、「投資

顧問事業」の３つに変更しております。

　これは、前連結会計年度においてシステムの受託開発・販売及び保守事業を行っていた連結子会社を第三

者に譲渡したため、「システム販売等事業」の名称を変更したものであります。
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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） 

 
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       

(1）外部顧客からの営業収益 2,414,354 2,414,487 693,199 5,522,041 － 5,522,041

(2）セグメント間の内部営業収

益
－ － 614,405 614,405 △614,405 －

計 2,414,354 2,414,487 1,307,605 6,136,447 △614,405 5,522,041

営業費用 2,311,889 1,084,582 1,376,774 4,773,246 238,582 5,011,828

営業利益又は営業損失（△） 102,465 1,329,904 △69,168 1,363,201 △852,987 510,213

　（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、販売及び保守、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1,173,387千円であり、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18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　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18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 39 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　　　（自　平成19年４月１日

　　　　　　至　平成19年９月30日）

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）

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 23,729.26円

１株当たり中間純利益

金額
311.94円

１株当たり純資産額 23,682.47円

１株当たり当期純利益

金額
 784.61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、潜在株式は

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株当たり中間純利益

金額　　　　　 　　　 　 311.70円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額　　　　　 　　　    780.63円

（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株当たり中間（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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

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)

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）

△112,944 74,367 186,671

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） (－) （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（△損失）（千円）
△112,944 74,367 186,671

普通株式の期中平均株式数（株） 237,495 238,401 237,917

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） － 188 1,213

（うち新株予約権） (－)  （188） （1,213）

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２種類（新

株予約権の数10,069

株）。

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３種類（新

株予約権の数5,241

株）。

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２種類（新

株予約権の数7,247

株）。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　　　（自　平成19年４月１日

　　　　　　至　平成19年９月30日）

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）

―――――――― （サクソ銀行とのパートナーシップ締結につ

いて）

　当社グループ事業の中核となるトレイダー

ズ証券株式会社（以下、「子会社」といいま

す）は、平成19年10月16日開催の取締役会に

おいて、サクソ銀行と外国為替取引における

パートナーシップを締結することを決議いた

しました。 

１．サクソ銀行の概要

　商　号　：サクソ銀行（SAXO Bank A/S）

本店所在地：デンマーク国（Smakkedelen 2, 

DK-2820 Gentofte, 

  Denmark)

代表者氏名：Henrik Thufason

資　本　金：54,934,000デンマーククローネ

 主な事業 ：銀行業

　サクソ銀行は、デンマークに本店を置く、

170以上の国々の個人及び法人を顧客に有する

グローバルな投資銀行であります。同行は、

創業当初よりＩＴ分野と金融市場に重点を置

く事業展開を行っており、特に外国為替取引

においては、FX Week誌やEUROMONEY等から高

い評価を得ております。

 

２．パートナーシップの概要

　子会社とサクソ銀行とのパートナーシップ

は、子会社が同行の提供する高機能トレーディ

ング・プラットフォームを利用し、同行をカ

ウンターパーティとして効率性の高い外国為

替取引業務を行うための事業上のパートナー

シップであり、サクソ銀行は、子会社が外国

為替取引事業についてカバー取引を行ってい

る複数金融機関の１つとして位置づけられま

す。

――――――――
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平成20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） 92 134 △42 296

 　　（債　　　　　券） 0 － 0 0

 　　（受　益　証　券） 0 0 0 0

 　　（そ　　の　　他） 1,074 853 221 1,941

　募集・売出の取扱手数料     

　　 （株　　　　　券） － － － －

 　　（債　　　　　券） － － － －

（受　益　証　券） 40 1 39 14

 そ の 他 の 受 入 手 数 料 9 29 △20 89

 　　　　合　　　計 1,217 1,019 198 2,341

 

（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 92 134 △42 296

 債                　　 券 0 － 0 0

 受     益　    証   　 券 46 27 18 93

 そ 　     　の　   　  他 1,078 856 221 1,951

 合　　　計 1,217 1,019 198 2,341

 
 

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　年　度

 株券等トレーディング損益 － － － －

 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 2 △1 3 24

　　外国為替トレーディング損益 1,773 1,206 567 2,414

    その他 △8 △7 0 △5

 合　　 計 1,767 1,197 570 2,432
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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 9,776 22,254 △12,477 36,440

受 託 信　用　取　引 17,153 24,766 △7,612 56,497

   合　　計 26,930 47,020 △20,090 92,938

 現　物　取　引 － 824 △824 824

自 己 信　用　取　引 － － － －

   合　　計 － 824 824 824

 現　物　取　引 9,776 23,079 △13,302 37,265

合 計 信　用　取　引 17,153 24,766 △7,612 56,497

    合　　計 26,930 47,845 △20,914 93,762

 

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 1 － 1 60

自　　　己 － － － －

合　　　計 1 － 1 60

 

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

 受　　　託 2,853 23,559 △20,705 36,017

 自　　　己 337 － 337 70

 合　　　計 3,191 23,559 △20,367 36,087

 

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 28,627,061 15,150,708 13,476,353 36,232,016

受 託 オプション取引 50,219 56,211 △5,991 106,516

 合　　計 28,677,281 15,206,920 13,470,361 36,338,533

  先　物　取　引 217,649 1,414 216,235 33,111

自 己 オプション取引 366 － 366 －

  合　　計 218,016 1,414 216,601 33,111

  先　物　取　引 28,844,711 15,152,123 13,692,588 36,265,128

   合 計 オプション取引 50,586 56,211 △5,625 106,516

  合　　計 28,895,297 15,208,334 13,686,962 36,371,645
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⑤外国為替取引

 

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） 16,221 16,229 △7 31,652

  ユーロ　　 （百万ユーロ） 6,331 3,719 2,612 8,260

  英ポンド   （百万ポンド） 5,284 3,543 1,741 7,705

  豪ドル     （百万ドル） 6,641 2,360 4,280 4,255

  ニュージーランドドル（百万ドル） 4,978 2,375 2,602 4,586

  南アフリカランド  （百万ランド） 3,490 2,691 799 5,665

  香港ドル　　（百万ドル） 247 89 158 315

　ポーランドズロチ（百万ズロチ） 80 － 80 125

　メキシコペソ（百万ペソ） 324 － 324 350

　カナダドル　（百万ドル） 1,200 － 1,200 120

 

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 93 4 89 4

 　株　　   券 － －  －

売出の取扱高 　債   　　券 － － － －

  　受 益 証 券 1,168 470 697 1,552

 　株　　　 券 － － － －

 私募の取扱高　債 　　　券 － － － －

 　受 益 証 券 － 12,384 △12,384 14,268
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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） 9,536 4,992 4,543 9,656

 内国有価証券  債　券　（百万円） 111 1 110 111

  受益証券（百万口） 6,111 11,341 △5,229 5,283

  株　券  （千　株） 0 197 △196 －

 外国有価証券  債　券　（百万円） － － － －

  受益証券（百万口） 0 0 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) 4,217 5,590 4,353

 　その他有価証券評価差額金等 4 5 0

　補完的項目 　証券取引責任準備金等 59 24 40

 　一般貸倒引当金 92 10 48

   短期劣後債務 － － －

　　　　　　　　　　　 計　　　　　(B) 156 39 88

　控除資産計　　　　　　　　　　　　　　 　(C) 706 1,791 826

　固定化されていない自己資本の額

　(A)+(B)-(C) 　　　　　　　　　　　　   　(D)
3,668 3,838 3,615

 　市場リスク相当額 57 76 62

　リスク相当額 　取引先リスク相当額 105 176 105

 　基礎的リスク相当額 1,057 1,042 1,038

　　　　　　　　　　　 計　　　　　(E) 1,219 1,294 1,205

　自己資本規制比率 　(D)　/　(E)　×　100 300.7% 296.6% 300.0%

 (注)上記は金融商品取引法第46条の６第３項の規定に基づき、法令で定められた計算方法により算出しております。
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（参考資料）連結損益計算書の四半期推移

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　　　　（単位:百万円）

 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

 
 18.  7.  1

 18.  9. 30

 18. 10.  1

 18. 12. 31

 19.  1.  1

 19.  3. 31

 19.  4.  1

 19.  6. 30

 19.  7.  1

 19.  9. 30

営  業  収  益 1,169 1,326 1,665 1,478 1,573

　受入手数料 475 568 754 553 664

　トレーディング損益 521 575 660 891 876

   　証券取引 △1 9 16 2 －

   　外国為替取引 517 565 642 875 898

   　その他 6 0 0 13 △21

　システム販売等収入 159 168 237 － －

  投資顧問料収入 － － － 22 21

金　融　収　益 12 14 12 11 11

金  融  費  用 16 16 16 18 21

売　上　原　価 65 106 46 － －

　 純 営 業 収 益 1,086 1,203 1,601 1,459 1,552

販売費及び一般管理費 1,170 1,131 1,198 1,139 1,186

 　取引関係費 310 304 355 359 384

 　人件費 457 448 438 370 319

 　不動産関係費 234 219 291 227 301

 　事務費 60 57 60 63 67

 　減価償却費 47 45 △30 63 36

 　その他 60 56 84 55 77

　 営 業 利 益（△損 失） △84 71 403 320 366

営 業 外 収 益 10 9 32 32 △3

営 業 外 費 用 3 2 23 5 6

　 経 常 利 益（△損 失） △76 78 411 347 356

特  別  利　益 4 △1 71 － －

特　別　損　失 310 12 60 8 545

　税金等調整前四半期純利益

（△損失）
△382 65 422 338 △189

　法人税、住民税及び事業税 △91 41 130 166 △50

　法人税等調整額 12 △11 0 △14 △25

  少数株主利益（△損失） △54 △18 45 － －

　四半期純利益（△損失） △248 53 245 187 △112
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19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   14,075,339   100,948   693,224  

２．預託金           

(1）顧客分別金信託  4,509,000   －   －   

(2）その他の預託金  72,060 4,581,060  － －  － －  

３.トレーディング商品   461,875   －   －  

４．信用取引資産           

(1）信用取引貸付金  2,853,987   －   －   

(2）信用取引借証券担保
金

 7,286 2,861,273  － －  － －  

５．短期差入保証金           

(1）信用取引差入保証金  164,181   －   －   

(2）先物取引差入証拠金  11,255,450   －   －   

(3）外国為替差入証拠金  1,648,369   －   －   

(4) その他の差入保証
金 

 16,837 13,084,838  － －  － －  

６．関係会社短期貸付金   340,000   680,000   80,000  

７．前払費用   120,419   8,029   6,437  

８．未収入金   10,151   2,667   3,296  

９．繰延税金資産   6,336   2,590   4,474  

10．その他 ※５  130,126   5,386   1,345  

貸倒引当金   △10,639   －   －  

流動資産合計   35,660,781 95.8  799,623 14.4  788,779 13.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  53,491   －   －   

減価償却累計額  △13,468 40,023  － －  － －  

(2）器具及び備品  98,641   －   －   

減価償却累計額  △66,719 31,921  － －  － －  

有形固定資産合計   71,945 0.2  － －  － －

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   231,744   －   －  

(2）ソフトウェア仮勘定   3,150   －   －  

(3）その他   4,977   －   －  

無形固定資産合計   239,871 0.6  － －  － －

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   305,423   216,871   195,061  

(2）関係会社株式   599,300   4,282,948   4,479,457  

(3）長期差入保証金   246,719   258,600   260,730  

(4）繰延税金資産   29,959   9,778   57,185  

(5）その他   83,019   －   －  

投資損失引当金   －   －   △124,611  

投資その他の資産合
計

  1,264,422 3.4  4,768,198 85.6  4,867,823 86.1

固定資産合計   1,576,239 4.2  4,768,198 85.6  4,867,823 86.1

資産合計   37,237,020 100.0  5,567,821 100.0  5,656,602 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19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  2,797,292   －   －   

(2）信用取引貸証券受入
金

 7,216 2,804,508  － －  － －  

２．預り金           

(1）顧客からの預り金  3,999,052   －   －   

(2）その他の預り金  102,577 4,101,630  9,533 9,533  3,444 3,444  

３．受入保証金           

(1）信用取引受入保証金  394,627   －   －   

(2）先物取引受入証拠金  11,317,389   －   －   

(3）外国為替受入証拠金  12,115,654 23,827,672  － －  － －  

４．短期借入金   480,000   －   －  

５．１年内返済予定長期
借入金 

  144,560   －   －  

６．未払金   12,281   －   －  

７．未払法人税等   38,381   9,859   30,042  

８．未払費用 ※５  124,604   11,847   55,312  

９．その他   8,301   663   1,413  

流動負債合計   31,541,940 84.7  31,904 0.6  90,211 1.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   66,400   －   －  

２．退職給付引当金   10,268   1,395   936  

３．繰延税金負債   －   －   －  

固定負債合計   76,668 0.2  1,395 0.0  936 0.0

Ⅲ　特別法上の準備金           

１．証券取引責任準備金 ※１  24,740   －   －  

特別法上の準備金合計   24,740 0.1  － －  － －

負債合計   31,643,348 85.0  33,299 0.6  91,147 1.6

（純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 　１．資本金   2,830,965 7.6  2,837,565 51.0  2,830,965 50.1

 　２．資本剰余金           

 　　(1) 資本準備金  2,090,064   2,090,064   2,090,064   

 　　　資本剰余金合計   2,090,064 5.6  2,090,064 37.5  2,090,064 36.9

 　３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余
　　金

          

 　　　　繰越利益剰余金  667,786   583,986   626,412   

 　　　利益剰余金合計   667,786 1.8  583,986 10.5  626,412 11.1

   ４．自己株式   △498 △0.0  △498 △0.0  △498 △0.0

 　　株主資本合計   5,588,317 15.0  5,511,117 99.0  5,546,943 98.1

 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  893 0.0  1,532 0.0

　　 評価・換算差額等
     合計

  △2,221 △0.0  893 0.0  1,532 0.0

 Ⅲ　新株予約権   7,576 0.0  22,510 0.4  16,978 0.3

 　　純資産合計   5,593,672 15.0  5,534,522 99.4  5,565,454 98.4

 　　負債純資産合計   37,237,020 100.0  5,567,821 100.0  5,656,602 100.0
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(2) 中間損益計算書

  

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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   1,019,200   －   1,019,470  

２．トレーディング損益           

(1）証券取引  △1,750   －   △1,268   

(2）外国為替取引 ※１ 1,206,435   －   1,206,435   

(3) その他  △7,433 1,197,252  － －  △7,433 1,197,733  

３．金融収益   27,354   －   27,354  

４．関係会社経営指導料   －   232,260   201,996  

５．関係会社業務受託料   －   55,278   55,278  

６．関係会社受取配当金   －   100,000   －  

７．その他営業収益   200   －   200  

営業収益計   2,244,006 100.0  387,538 100.0  2,502,032 100.0

Ⅱ　金融費用   38,110 1.7  － －  38,480 1.5

純営業収益   2,205,896 98.3  387,538 100.0  2,463,552 98.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．取引関係費  594,450   26,318   633,748   

２．人件費  821,254   177,980   989,388   

３．不動産関係費  367,028   15,263   376,580   

４．事務費  114,626   1,195   117,167   

５．減価償却費  49,556   －   47,766   

６．租税公課  19,346   320   28,119   

７．貸倒引当金繰入額  5,702   －   5,702   

８．その他  80,215 2,052,181 91.5 16,364 237,442 61.3 109,943 2,308,417 92.3

営業利益   153,715 6.8  150,095 38.7  155,134 6.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息及び配当金  9,242   2,422   12,856   

２．その他  3,555 12,798 0.6 3,265 5,687 1.5 7,069 19,926 0.8

Ⅴ　営業外費用           

１．為替差損  1,201   481   4,143   

２．投資事業組合損失  －   1,632   4,462   

３．その他  3,224 4,425 0.2 － 2,113 0.6 1,201 9,807 0.4

経常利益   162,088 7.2  153,670 39.6  165,252 6.6
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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

（％）

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  193,249   －   193,249   

２. 関係会社株式売却

 益 
 －   －   63,920   

３. 投資損失引当金戻

 入額 
 － 193,249 8.6 124,611 124,611 32.2 － 257,169 10.3

Ⅶ　特別損失           

１．証券取引責任準備金

繰入額
 11,906   －   11,906   

２．投資有価証券評価損  －   －   11,789   

３．投資損失引当金繰入

額
 －   －   124,611   

４．関係会社株式評価損  －   196,508   －   

５．関係会社損害賠償金  245,192 257,098 11.4 － 196,508 50.7 245,192 393,500 15.7

税引前中間（当期）純

利益
  98,238 4.4  81,772 21.1  28,921 1.2

法人税、住民税及び事

業税
 30,938   26,800   55,962   

法人税等調整額  19,405 50,343 2.3 49,730 76,530 19.7 △33,561 22,400 0.9

中間（当期）純利益   47,895 2.1  5,242 1.4  6,521 0.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

新株の発行 27,389    27,389

剰余金の配当　（注）   △94,738  △94,738

役員賞与　（注）   △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

新株の発行    27,389

剰余金の配当　（注）    △94,738

役員賞与　（注）    △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

（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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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 その他利益剰余金

資本準備金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
2,830,965 2,090,064 626,412 △498 5,546,943

中間会計期間中の変動額

新株の発行 6,599    6,599

剰余金の配当　（注）   △47,668  △47,668

中間純利益   5,242  5,242

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）
6,599 － △42,425 － △35,825

平成19年９月30日　残高

（千円）
2,837,565 2,090,064 583,986 △498 5,511,117

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19年３月31日　残高

（千円）
1,532 1,532 16,978 5,565,454

中間会計期間中の変動額

新株の発行    6,599

剰余金の配当　（注）    △47,668

中間純利益    5,242

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△638 △638 5,532 4,893

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△638 △638 5,532 △30,932

平成19年９月30日　残高

（千円）
893 893 22,510 5,534,522
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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 その他利益剰余金

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

事業年度中の変動額

新株の発行 27,389    27,389

剰余金の配当　（注）   △94,738  △94,738

役員賞与　（注）   △30,000  △30,000

当期純利益   6,521  6,521

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）
27,389 － △118,217 － △90,828

平成19年３月31日　残高

（千円）
2,830,965 2,090,064 626,412 △498 5,546,943

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

事業年度中の変動額

新株の発行    27,389

剰余金の配当　（注）    △94,738

役員賞与　（注）    △30,000

当期純利益    6,521

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△221,978 △221,978 16,978 △205,000

事業年度中の変動額合計

（千円）
△221,978 △221,978 16,978 △295,828

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,532 1,532 16,978 5,565,454

（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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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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。

(1）有価証券

―――――――

(1）有価証券

―――――――

　　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

同左

　　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）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

時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

時価法

――――――― ―――――――

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

　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

(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

　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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　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）投資損失引当金

　関係会社への投資に係る損失

に備えるため、当該会社の財政

状態等を勘案し、必要と認めら

れる金額を計上しております。

(4）投資損失引当金

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。

――――――― ―――――――

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。

　ただし、資産に係る控除対象外消

費税は発生中間会計期間の期間費用

としております。

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。

 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。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (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。 

――――――――  (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

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

5,548,475千円であります。

　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、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の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、経常利益及び税引前

中間純利益はそれぞれ7,576千円減少してお

ります。　

――――――――  (ストック・オプション等に関する会計基

準)

  当事業年度より、「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、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ16,978千円減少してお

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18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　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。

 ※１　　　　――――――――
 

 ※１　　　　――――――――
 

証券取引責任準備

金
 証券取引法第51条

２　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（シンジケート方

式含む）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。

 　２　　　　――――――――
 

 　２　　　　――――――――
 

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

３　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。

 　３　　　　――――――――
 

 　３　　　　――――――――
 

(1）差入れている有価証券

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

(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
 2,445,868 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

 　４　　　　　――――――――  　４　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

トレイダーズ証

券（株）

 

6,292,520

借入

債務

 　４　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

トレイダーズ証

券（株）

 

1,594,240

借入

債務

※５　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。

※５　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、

　　流動負債の「未払費用」に含めて表示し

　　ております。

※５　　　　　──────── 
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　　　　――――――――
 

 ※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    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 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

　２　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

 　２　　　　――――――――
 

　２　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

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（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

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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）

普通株式 3 － － 3

合計 3 － － 3
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

び中間期末残高相当額

(1）　　　　　――――――――

 

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

(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）　　　　　――――――――

１年内 152,427千円

１年超 233,673千円

合計 386,101千円

リース資産減損勘定の残高 10,653千円 

  

(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

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 －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 －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

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

　　　　　（自　平成19年４月１日

　　　　　　至　平成19年９月30日）

前事業年度

　　　　　（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    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  23,091.70円

１株当たり中間純利益金額       21.99円

１株当たり純資産額 23,279.57円

１株当たり当期純利益金額  27.41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株当たり中間純利益金額

　　　　　　       　　　  　   21.97円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　　　　　　       　　　　     27.27円 

　（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株当たり中間（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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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） 47,895 5,242 6,521

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）  （－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
47,895 5,242 6,521

普通株式の期中平均株式数（株） 237,495 238,401 237,917

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） 1,927 188 1,213

（うち新株予約権） （1,927） （188） （1,213）

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２種類（新

株予約権の数10,069

株）。　

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３種類（新

株予約権の数5,241

株）。

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２種類（新

株予約権の数7,247

株）。　

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

　　　　　（自　平成18年４月１日

　　　　　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

　　　　　（自　平成19年４月１日

　　　　　　至　平成19年９月30日）

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）

（吸収分割について）

　平成18年10月１日付で、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株

式会社」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

券株式会社」から「トレイダーズホールディ

ングス株式会社」に、当該子会社は「トレイ

ダーズ証券分割準備株式会社」から「トレイ

ダーズ証券株式会社」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。

―――――――― ――――――――

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 60 －



（参考資料）個別損益計算書の四半期推移

 （単位：百万円）

 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

 
 18.  7.  1

 18.  9. 30

 18. 10.  1

 18. 12. 31

 19.  1.  1

 19.  3. 31

 19.  4.  1

 19.  6. 30

 19.  7.  1

 19.  9. 30

営  業  収  益 1,009 131 126 243 143

　受入手数料 475 0 △0 － －

　トレーディング損益 521 2 △2 － －

   　証券取引 △1 2 △2 － －

   　外国為替取引 517 － － － －

     その他 6 － － － －

金　融　収　益 12 － － － －

関係会社経営指導料 － 100 100 116 116

関係会社業務受託料 － 27 27 27 27

関係会社受取配当金 － － － 100 －

その他営業収益 △0 － － － －

金  融  費  用 16 － 0 － －

　純 営 業 収 益 992 131 125 243 143

販売費及び一般管理費 975 126 129 107 130

　 取引関係費 276 23 15 11 14

 　人件費 391 83 84 79 98

 　不動産関係費 175 4 5 3 12

 　事務費 58 1 0 0 0

 　減価償却費 26 △1 － － －

 　その他 46 15 23 12 4

営 業 利 益（△損 失） 17 5 △3 136 13

営 業 外 収 益 12 5 1 7 △1

営 業 外 費 用 △0 0 4 － 2

　経 常 利 益（△損 失） 29 9 △6 143 10

特  別  利　益 △0 － 63 － 124

特　別　損　失 250 － 136 － 196

税引前四半期純利益(△損

失)
△221 9 △78 143 △61

  法人税、住民税及び事業税 △91 0 24 14 12

  法人税等調整額 △5 3 △56 4 45

  四半期純利益(△損失) △124 5 △46 124 △119
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