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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 4,954 △30.3 1,126 △43.3 1,161 △42.0 546 △56.3

18年９月中間期 7,111 68.1 1,985 121.9 2,002 92.5 1,250 －

19年３月期 12,315 － 2,145 － 2,101 － 1,245 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 34 13 － －

18年９月中間期 79 07 78 59

19年３月期 78 55 78 20

（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）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 64,206 10,936 17.0 683 37

18年９月中間期 60,188 10,650 17.7 671 88

19年３月期 68,238 10,721 15.7 669 90

（参考）自己資本 19年９月中間期 10,936百万円 18年９月中間期 10,650百万円 19年３月期 10,721百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 1,298 △85 △426 4,431

18年９月中間期 △633 243 △676 3,534

19年３月期 △509 261 △706 3,645

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 － 20 00 20 00

20年３月期 － －

20年３月期（予想） － 20 00 20 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,080 6.2 3,979 85.5 3,979 89.4 2,309 85.4 144 33

－ 1 －



４．その他

(1）中間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、18ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 16,227,207株 18年９月中間期 16,227,207株 19年３月期 16,227,207株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 222,878株 18年９月中間期 374,878株 19年３月期 222,878株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

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

①当中間会計期間における経営分析

　当中間会計期間におけるわが国経済は、企業業績が堅調に推移し、それを背景とした設備投資も底堅く、雇用環境

も改善していることもあり、景気は緩やかに拡大基調を継続しました。一方で、原油価格や原材料価格の上昇、米国

経済のサブプライムローン問題等が内外経済に与える影響が懸念されております。

　このような情勢のなか、商品先物市場においては、海外商品先物市場が米国を中心として活況に沸くなか、日本の

商品市場は、勧誘規制の強化により市場の流動性の低下が依然として続いており売買高は、72,689千枚（前年同期比

23.7％減）と低迷いたしました。

　当社においては、主力である金取引においては、商品価格の上昇やインフレ懸念等により、ニューヨーク市場で、

28年ぶりに金価格が高値を更新しましたが、国内の個人投資家の慎重な姿勢が続いたことにより、売買高は期待した

ほど増加せず、605,104枚（前年同期比51.6％減）となりました。

　一方、外国為替証拠金取引においては、米国のサブプライムローン問題により急激な為替変動が起こり、一時的に

大きな影響を受けましたが、中間期全体は好調が続き、外国為替証拠金取引の人気化、また、営業組織の拡充や、店

舗の整備をすすめた結果、外国為替証拠金取引の受取手数料は、前年同期比で大幅に増加いたしましたが、全体の受

取手数料収入は、4,366百万円で前年同期比36.7％減となりました。

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

当社お客様のご支援厚く、口座の解約数も通常の場合と変わらずに推移しましたが、営業収益に影響を及ぼす結果と

なりました。

　この結果、営業収益は、4,954百万円（前年同期比30.3％減）、経常利益は1,161百万円（前年同期比42.0％減）、

中間純利益は546百万円（前年同期比56.3％減）となりました。

②通期の業績見通し

　なお、通期の見通しといたしましては、下半期における現時点の当社営業収益は月間ベースで約13億円強程度の実

績（平成19年10月以降11月前半までの実績から勘案）を残しております。さらに国際商品の高騰、特に当社の主力で

ある金価格が東京市場で23年ぶりの高値水準で推移していること、今後も価格高騰の引き金となったドル安・原油高

に未だ収束気配が見られず、当面この傾向が継続することが予想され、当社の下半期営業収益にも好影響が期待でき

る状況にあります。また、当社の販管費はほぼ固定費であり、下半期においても大きな変動要因は見られず、月間７

億円前後と予想しております。

　それらの理由から、平成20年３月期通期業績予想については、すでに平成19年５月18日発表当社平成19年３月期決

算短信上にて予想の営業収益13,080百万円、経常利益3,979百万円、当期純利益2,309百万円を確保できるものと考え

ております。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

　当中間会計期間の資産は、前事業年度末に比べ4,031百万円減少し、64,206百万円となりました。

これは主に外国為替取引預け金が3,510百万円減少したことによるものであります。

  負債は、前事業年度末に比べ4,246百万円減少し、53,269百万円となりました。

これは主に預り証拠金が4,032百万円減少したことによるものであります。

  純資産は、前事業年度末に比べ215百万円増加し、10,936百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間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」が1,298百万円増加しまた、主に配当金の支払いにより「財務活動によるキャッシュ・フロー」が426百万円

減少した結果、前事業年度に比べ786百万円増加し、当中間会計期間には4,431百万円となりました。なお、当中間

会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動の結果得られた資金は1,298百万円（前年同期633百万円の支出）となりました。これは主に営業利益の

増加によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果支出した資金は85百万円（前年同期243百万円の収入）となりました。これは主に固定資産の取得

によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果支出した資金は426百万円（前年同期676百万円の支出）となりました。これは借入金の返済およ

び、配当金の支払いによるものです。
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　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年3月期 平成19年3月期 
平成19年９月期

中間期 

自己資本比率（％） 18.5 13.9 15.7 17.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
19.6 33.0 16.7 14.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
- - - 0.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
12,370.0 - - 97.3

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュフロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

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

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

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

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

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

な配当を継続して行うことを基本方針としております。 

　なお、次期配当につきましては、20円（普通配当20円）を予定しております。

(4）事業等のリスク

（1）商品先物取引に係る事業等のリスク

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

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

物取引の受託（お客様の注文の仲介）を行うことができます。　

　従いまして、商品取引員特有の事業等のリスクが存在いたします。

①　許可の取り消し　

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

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

あります。

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

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

②　違約

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

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

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

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

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

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

けであります。
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③　行政処分

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

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

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

という事例があります。

④　過怠金

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

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

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

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

引をさせた場合には、数百万円から数千万円の制裁を受けることになります。

⑤　紛議

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

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

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

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

和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、費用が発生する場合があります。

⑥　訴訟

平成19年９月末において、商品先物取引の受託に関し、委託者と係争中が66件あり、このうち当社を被告とす

る損害賠償請求件数が46件（請求額3,644百万円）、当社が原告となる帳尻立替金請求件数が20件（請求額1,343

百万円）となっております。

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

きが進行中であり、現時点で結果を予想することは困難であります。

　なお、外国為替証拠金取引に関する訴訟はありません。

⑦　法的規制等について

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

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

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

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

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

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

また、当社は、商品取引所法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。

純資産額規制比率とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発

生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。

　当社の純資産額規制比率は平成19年９月30日現在966.5％ですが、120％を下回る事態が生じた場合には、主務

大臣は商品取引員に対し商品取引受託業務の方法の変更等を、また、100％を下回る場合には３ヶ月以内の期間の

業務の停止を命じることができ、業務停止命令後３ヶ月を経過しても100％を下回り、かつ、回復の見込みがない

ときは商品取引員の許可を取り消すことができるとされています。

⑧　当社の主力商品について　

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

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

す。

　当社の商品先物市場における受取手数料3,059百万円のうち、金を中心とした貴金属の受取手数料は2,772百万

円と90.6％を占めております。

第一商品㈱（8746）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 5 －



（2）外国為替証拠金取引に係る事業等のリスク　

当中間期の外国為替市場は、サブプライムローン問題による影響を受けたものの、円キャリー取引を背景とし

て取引は活況となりました。　

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

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

①　外国為替証拠金取引預け金について

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

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

す。当社が取引する海外取引業者は全て、下記②の法的規制における自己資本規制比率を規定する法律において

そのリスクが最小と認められ(指定格付)るランクでありますが、これらの海外取引業者の経営が破綻する等のこ

とが発生した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

②　法的規制等について

当社の外国為替証拠金取引「チャレンジャー」に関する業務は、金融商品取引法、金融商品販売法及び関連法

令の適用を受けております。外国為替証拠金取引の業務を行うには、同法に基づき金融先物取引業者の登録をす

る必要があり、金融先物取引業者は同法及び関連法令において、受託等に係る財産の区分管理、自己資本規制比

率、勧誘や広告等に関する規制を受け、これらの法律に違反することがあった場合には、業務停止などの行政処

分が行われることがあります。

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

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

業績に少なからぬ影響を与える可能性があります。

２．企業集団の状況

　当社は、当社単体で運営されており、特に記載すべき企業集団等はありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

必要とされる企業づくりをめざしております。 

(2）目標とする経営指標

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

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

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当商品先物取引業界においては、委託者保護の強化と市場の国際化を目的とした改正商品取引所法も施行され、

競争原理の導入と構造改革が厳格な形で実施されたことで、今後当業界が新たな環境に直面することは避けられず、

経営環境にも大きな変化が生まれ、営業活動に関する発想も大きく転換を求められています。各企業がいかに顧客

開拓において創意工夫を凝らし、改善に努め、営業力の維持と業務全体の効率化を推進することこそが重要な経営

課題であると思われます。 

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

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

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

念に基づき仕事をすることが、現在の日本の商品先物業界における当社の存在意義を示すものになることは間違い

ないと確信しております。

　さらに、これまで当社が一貫して手掛け、成果を上げてきた金を中心とする商品先物取引の推進、外国為替証拠

金取引「チャレンジャー」の拡充、サービスの変革（ＦＡＸ、メール、月刊ピスク、セミナー、パソコン、モバイ

ル、ホームトレード等）や、３Ｃ（コンプライアンス・法令遵守、コンセントレーション・集中、コンスタント・

一貫性）等についても、これまで以上に忠実に実行し、会社経営に必要な新しい発想のテーマを創造し展開をして

まいります。

(4）会社の対処すべき課題

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

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

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

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

今後も不断に継続する重要な課題であると認識しております。 

  当社はその課題に対処するため、内部監査室の充実・強化を中心に組織体制を見直し、内部統制の充実をはかり

ながら、社内の改革・改善を進めてまいる所存であります。

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

ビスのメニューや内容を更に充実させて行く計画であります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

特記すべき事項はございません。 
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４．中間財務諸表
(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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 ※2.3 13,785,880 16,739,399 17,589,970

２　受取手形 ※4 36,335 6,910 9,584

３　委託者未収金 ※5 1,588,691 800,701 861,118

４　売掛金 58,696 125,443 2,083

５　商品 342,807 476,151 443,442

６　短期貸付金 ※6 1,223,000 － －

７　外国為替取引預け金 15,758,902 17,793,220 21,303,532

８　保管有価証券 ※2 5,156,088 5,197,049 5,366,424

９　委託者差金 ※7 1,006,233 － －

10　差入保証金 13,953,249 15,491,704 14,893,008

11　繰延税金資産 470,842 879,562 821,884

12　その他 1,311,063 1,377,557 1,128,343

13　貸倒引当金 △225 △60,484 △148

流動資産合計 54,691,565 90.9 58,827,217 91.6 62,419,244 91.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※1 479,856 0.8 536,288 0.8 472,773 0.7

２　無形固定資産 46,593 0.1 46,593 0.1 46,593 0.0

３  投資その他の資産

(１)投資有価証券 384,738 408,541 380,850

(２)固定化営業債権 ※5.8 4,913,665 3,614,639 4,416,464

(３)破産更生債権等 ※9 2,907,673 1,200,000 1,215,768

(４)敷金及び保証金 943,243 1,238,656 971,435

(５)繰延税金資産 1,605,089 772,603 1,168,034

(６)その他 668,630 655,276 667,080

(７)貸倒引当金 △6,452,929 △3,092,967 △3,519,917

投資その他の資産合
計

4,970,110 8.2 4,796,750 7.5 5,299,716 7.8

固定資産合計 5,496,560 9.1 5,379,632 8.4 5,819,083 8.5

資産合計 60,188,125 100.0 64,206,849 100.0 68,238,327 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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　委託者未払金 41,000 13,827 43,220

２　１年以内返済予定の
長期借入金

212,000 212,000 212,000

３　未払法人税等 27,086 27,102 27,345

４　賞与引当金 178,639 175,627 149,689

５　役員賞与引当金 － － 40,000

６　委託者差金 ※7 － 8,125,028 8,466,985

７　預り証拠金 42,464,995 37,889,304 41,921,343

８　預り証拠金代用有価
証券

5,069,563 5,197,049 5,365,704

９　その他 426,615 743,139 291,636

流動負債合計 48,419,899 80.5 52,383,078 81.6 56,517,924 82.8

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 698,000 486,000 592,000

２　退職給付引当金 395,080 383,094 388,305

固定負債合計 1,093,080 1.8 869,094 1.4 980,305 1.5

Ⅲ　特別法上の準備金

１　商品取引責任準備金 ※10 24,295 17,823 18,761

特別法上の準備金合計 24,295 0.0 17,823 0.0 18,761 0.0

負債合計 49,537,275 82.3 53,269,996 83.0 57,516,991 84.3
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  2,693,150 4.5 2,693,150 4.1 2,693,150 3.9

２　資本剰余金  

(1）資本準備金 2,629,570 2,629,570 2,629,570

(2）その他資本剰余金 29,277 42,501 42,501

資本剰余金合計 2,658,847 4.4 2,672,071 4.1 2,672,071 3.9

３　利益剰余金  

(1）利益準備金 336,150 336,150 336,150

(2）その他利益剰余金

別途積立金 3,800,000 4,800,000 3,800,000

繰越利益剰余金 1,327,113 549,135 1,323,042

利益剰余金合計  5,463,264 9.0 5,685,285 8.9 5,459,193 8.0

４　自己株式  △155,046 △0.2 △92,270 △0.1 △92,270 △0.1

株主資本合計  10,660,216 17.7 10,958,237 17.0 10,732,145 15.7

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価
差額金

△9,366 △0.0 △21,384 △0.0 △10,809 △0.0

評価・換算差額等合
計

△9,366 △0.0 △21,384 △0.0 △10,809 △0.0

純資産合計 10,650,849 17.7 10,936,852 17.0 10,721,335 15.7

負債純資産合計 60,188,125 100.0 64,206,849 100.0 68,238,327 100.0
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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)

前事業年度の要約損益計算書
(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　受取手数料 6,897,501 4,366,904 11,273,833

２　売買損益 △193,392 △28,286 25,224

３　その他営業収益 407,192 7,111,300 100.0 615,432 4,954,051 100.0 1,016,373 12,315,431 100.0

Ⅱ　営業費用 ※1 5,125,978 72.1 3,827,769 77.3 10,169,897 82.5

営業利益 1,985,322 27.9 1,126,282 22.7 2,145,533 17.5

Ⅲ　営業外収益 ※2 45,478 0.6 67,951 1.4 165,481 1.3

Ⅳ　営業外費用 ※3 27,851 0.3 32,555 0.6 209,626 1.7

経常利益 2,002,949 28.2 1,161,677 23.5 2,101,388 17.1

Ⅴ　特別利益

１　固定資産売却益 － 2 226

２　商品取引責任準備金
戻入額

86,977 38,200 138,150

３　株式受贈益 － 42,074 －

４　過年度償却済債権取
立益

－ 86,977 1.2 43,147 123,424 2.5 － 138,376 1.1

Ⅵ　特別損失

１　固定資産除売却損 1,296 9,376 8,617

２　商品取引責任準備金
繰入額

86,053 37,262 131,692

３　会員権評価損 － 12,722 －

４　貸倒引当金繰入額 － 87,350 1.2 321,841 381,202 7.7 － 140,310 1.1

税引前中間（当期）
純利益

2,002,576 28.2 903,899 18.3 2,099,455 17.1

法人税、住民税及び
事業税

22,361 12,712 36,308

法人税等調整額 730,148 752,509 10.6 345,008 357,720 7.3 817,151 853,459 6.9

中間（当期）純利益 1,250,066 17.6 546,179 11.0 1,245,995 10.2
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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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

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

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し（注） △100,000 100,000 － －

剰余金の配当（注） △235,903 △235,903 △235,903

中間純利益 1,250,066 1,250,066 1,250,066

自己株式の取得 △784 △784

自己株式の処分 4,872 4,872 23,128 28,000

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）

－ － 4,872 4,872 － △100,000 1,114,163 1,014,163 22,344 1,041,379

平成18年９月30日　残高
（千円）

2,693,150 2,629,570 29,277 2,658,847 336,150 3,800,000 1,327,113 5,463,264 △155,046
10,660,21

6

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

817 817 9,619,654

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し（注） －

剰余金の配当（注） △235,903

中間純利益 1,250,066

自己株式の取得 △784

自己株式の処分 28,000

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△10,184 △10,184 △10,184

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△10,184 △10,184 1,031,194

平成18年９月30日　残高
（千円）

△9,366 △9,366 10,650,849

 （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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,693,150 2,629,570 42,501 2,672,071 336,150 3,800,000 1,323,042 5,459,193 △92,270
10,732,14

5

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 1,000,000
△

1,000,000
－ －

剰余金の配当 △320,086 △320,086 △320,086

中間純利益 546,179 546,179 546,179

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）

－ － － － － 1,000,000 △773,907 226,092 － 226,092

平成19年９月30日　残高
（千円）

2,693,150 2,629,570 42,501 2,672,071 336,150 4,800,000 549,135 5,685,285 △92,270
10,958,23

7

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

△10,809 △10,809 10,721,335

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △320,086

中間純利益 546,179

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△10,574 △10,574 △10,574

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△10,574 △10,574 215,517

平成19年９月30日　残高
（千円）

△21,384 △21,384 10,936,852
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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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩し（注） △100,000 100,000 － －

剰余金の配当（注） △235,903 △235,903 △235,903

当期純利益 1,245,995 1,245,995 1,245,995

自己株式の取得 △784 △784

自己株式の処分 18,096 18,096 85,904 104,000

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計
（千円）

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

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,693,150 2,629,570 42,501 2,672,071 336,150 3,800,000 1,323,042 5,459,193 △92,270
10,732,14

5

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

817 817 9,619,654

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩し（注） －

剰余金の配当（注） △235,903

当期純利益 1,245,995

自己株式の取得 △784

自己株式の処分 104,000

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△11,627 △11,627 △11,627

事業年度中の変動額合計
（千円）

△11,627 △11,627 1,101,680

平成19年３月31日　残高
（千円）

△10,809 △10,809 10,721,335

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

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)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(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

税引前中間（当期）
純利益

2,002,576 903,899 2,099,455

減価償却費 13,754 18,615 28,180

貸倒引当金の増加額 1,439,141 388,491 3,002,390

賞与引当金の増加額 113,858 25,937 84,908

役員賞与引当金の増
加(△減少）額

－ △40,000 40,000

退職給付引当金の増
加(△減少）額

114 △5,211 △6,660

商品取引責任準備金
の減少額

△923 △937 △6,457

受取利息及び受取配
当金

△29,843 △58,158 △128,450

支払利息 19,000 15,066 38,442

固定資産売却益 － △2 △226

固定資産除売却損 1,296 9,376 8,617

会員権評価損 － 12,722 －

株式受贈益 － △42,074 －

委託者未収金の減少
（△増加）額

△716,112 107,135 △1,153,485

為替証拠金取引委託
口預金減少（△増
加）額

△6,533,212 1,637,145 △10,226,312

たな卸資産の増加額 △166,514 △32,708 △267,148

敷金及び権利金の増
加額

－ △267,220 －

委託者未払金の増加
(△減少）額

41,000 △29,392 43,220
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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)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(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）

委託者差金(借方)の
減少(△増加）額

△3,378,158 △341,957 6,095,061

差入保証金の減少(△
増加）額

12,579,250 △598,696 11,639,491

預り証拠金の減少額 △5,032,047 △4,032,038 △5,575,699

預り証拠金代用有価
証券の増加(△減少
額）額

1,229,688 △168,654 1,525,830

外国為替取引預け金
の増加(△減少額）額

△2,200,509 3,510,312 △7,745,139

その他 4,108 271,371 △54,394

小計 △613,530 1,283,020 △558,378

利息及び配当金の受
取額

31,176 57,037 131,050

利息の支払額 △18,321 △13,346 △36,051

法人税等の支払額 △32,606 △28,188 △46,293

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△633,282 1,298,522 △509,672
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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)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(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）

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

△7,527 △87,632 △21,934

有形固定資産の売却
による収入

94 411 1,906

投資有価証券取得に
よる支出

△55,769 － △54,314

貸付金による支出 △3,550 △1,300 △3,700

貸付金の回収による
収入

300,000 2,660 300,650

出資金の償還による
収入

10,615 － 38,635

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

243,862 △85,860 261,242

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の返済に
よる支出

△361,683 － △361,683

長期借入金の返済に
よる支出

△106,000 △106,000 △212,000

自己株式取得による
支出

△784 － △784

自己株式の売却によ
る収入

28,000 － 104,000

配当金の支払額 △235,903 △320,086 △235,903

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△676,371 △426,086 △706,371

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加（△減少）額

△1,065,791 786,574 △954,801

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

4,599,819 3,645,018 4,599,819

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高

 3,534,027 4,431,593 3,645,018
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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

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）

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

  なお、保管有価証券は商品取引所

法施行規則第39条の規定により、商

品取引所が定めた充用価格によって

おり、主な有価証券の価格は次のと

おりであります。

同左 同左

 利付国債証券

 額面金額の85％

 利付国債証券

同左

利付国債証券

同左

 社債(上場銘柄)

 額面金額の65％

 社債(上場銘柄)

同左

社債(上場銘柄)

同左

 株券(一部上場銘柄)

 時価の70％相当額

 株券(一部上場銘柄)

同左

株券(一部上場銘柄)

同左

 倉荷証券

 時価の70％相当額

 倉荷証券

同左

倉荷証券

同左

(2) デリバティブ取引

時価法

(2) デリバティブ取引

同左

(2) デリバティブ取引

同左

(3) たな卸資産

商品

　移動平均法による低価法

(3) たな卸資産

商品

同左

(3) たな卸資産

商品

同左
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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)

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

建物22年～47年

(1) 有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

建物22年～47年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会

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、この変更に伴う損益への影

響は軽微であります。 　

 （追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　なお、この変更に伴う損益への影

響は軽微であります。　

(1) 有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

建物22年～47年

３．繰延資産の処理方法 ―――― ―――― 株式交付費

 　支出時に全額費用処理しています。
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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)

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当中間会計

期間の負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担

額を計上しております。

(3)        ―――― (3) 役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間会計期間の

負担すべき額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度に負担

すべき額を計上しております。

 (4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき当中間会計

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。

 (4) 退職給付引当金

 同左

(4) 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

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

 同左  同左

(5) 商品取引責任準備金

　商品先物取引事故による損失に備

えるため、商品取引所法第221条の

規定に基づき、同施行規則に定める

額を計上しております。

(5) 商品取引責任準備金

 同左

(5) 商品取引責任準備金

 同左
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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)

５．外貨建ての資産及び負債

の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

　なお、外貨建破産更生債権等につ

いては、回収可能性がなく、貸倒引

当金を100％計上している為、中間

決算日の為替相場による換算をして

おりません。

　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

６．営業収益の計上基準 受取手数料

①　商品先物取引

　委託者の売付け又は買付けに

係る取引が成立したときに計上

しております。

受取手数料

①　商品先物取引

同左

受取手数料

①　商品先物取引

同左

②　オプション取引

　委託者の売付け又は買付けに

係る取引が成立したときに計上

しております。

②　オプション取引

同左

②　オプション取引

同左

③　商品ファンド

　取引成立日に計上しておりま

す。

③　商品ファンド

同左

③　商品ファンド

同左

④　外国為替証拠金取引　

　委託者の売付け又は買付けに

係る取引が成立したときに計上

しております。

④　外国為替証拠金取引　

同左

④　外国為替証拠金取引　

同左

売買損益－商品先物取引売買損益

及び外国為替証拠金取引売買損益

　反対売買により取引を決済した

ときに計上しております。又、未

決済建玉については時価による評

価損益を計上しております。

売買損益－商品先物取引売買損益

及び外国為替証拠金取引売買損益

同左

売買損益－商品先物取引売買損益

及び外国為替証拠金取引売買損益

同左

７．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
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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)

８．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　なお、ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップ取引は、特例処理を採

用しております。

（1）ヘッジ会計の方法

 同左

 （1）ヘッジ会計の方法

 同左

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

金利スワップ取引

　ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性

があり、相場変動等が評価に反

映されていないもの及びキャッ

シュ・フローが固定され、その

変動が回避されるものに限りま

す。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

 同左

　ヘッジ対象

 同左

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 　ヘッジ手段

 同左

 　ヘッジ対象

 同左

（3）ヘッジ方針

　借入金金利変動リスクをヘッジす

るための手段として、金利スワップ

取引を利用し、ヘッジの対象は個別

契約ごとに取り扱うものとしており

ます。

（3）ヘッジ方針

 同左

 （3）ヘッジ方針

 同左

（4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの手段として利用している

金利スワップ取引は、金利スワップ

の特例処理の要件を満たしているた

め、有効性の判定は省略しておりま

す。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

 同左

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

 同左
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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)

９．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変化について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変化について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変化について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。　

10．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

(1) 消費税等の会計処理

　税抜き方式を採用しております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更

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)

───── ───── （繰延資産の処理方法）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第19

号 平成18年８月11日）を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「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、純資産の部と同額であります。

　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」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

純資産の部と同額であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、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。

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準等の一部改正）

　当中間会計期間から、改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８

月11日　企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会　最終改

正平成18年８月11日　企業会計基準適用指針

第２号）を適用しております。

  これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　なお、中間財務諸表等規則の改正による中

間貸借対照表の表示に関する変更は以下のと

おりであります。

　前中間会計期間において、資本に対する控

除項目として「資本の部」の末尾に表示して

おりました「自己株式」は、当中間会計期間

から「株主資本」に対する控除項目として

「株主資本」の末尾に表示しております。 

───── （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準等の一部改正）

　当事業年度より、改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 最終改正平成18年８月11

日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平

成18年８月11日 企業会計基準適用指針第２

号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

───── ───── （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号）を適用しており

ます。

　これにより、営業利益、経常利益、税引前

当期純利益はそれぞれ40,000千円減少してお

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　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

372,370千円 355,949千円 378,570千円

※２　担保に供している資産の内訳及び対応

する債務の内訳は次のとおりであります。

※２　担保に供している資産の内訳及び対応

する債務の内訳は次のとおりであります。

※２　担保に供している資産の内訳及び対応

する債務の内訳は次のとおりであります。

担保資産の内訳 担保資産の内訳 担保資産の内訳

定期預金 420,000千円 定期預金 420,000千円 定期預金 420,000千円

　上記担保提供資産に対応する債務は当

中間会計期間末現在ありませんが、当座

借越の極度額として、420,000千円を設

定しております。

担保資産に対応する債務の内訳

短期借入金 －千円

担保資産に対応する債務の内訳

短期借入金 －千円

　取引証拠金等の代用として次の資産を

（株）日本商品清算機構へ預託しており

ます。

　取引証拠金等の代用として次の資産を

（株）日本商品清算機構へ預託しており

ます。

  取引証拠金等の代用として次の資産を

（株）日本商品清算機構へ預託しており

ます。

保管有価証券 4,592,984千円 保管有価証券 4,798,151千円 保管有価証券 4,962,402千円

※３　商品取引所法施行規則第98条第1項第4

号に基づく委託者保護基金代位弁済保証

額

　　　　　　　　　 1,000,000,千円

　商品取引所法第210条の規定に基づき、

日本商品委託者保護基金に分離保管しな

ければならない保全対象財産の金額は

54,414千円であります。

※３　商品取引所法施行規則第98条第1項第4

号に基づく委託者保護基金代位弁済保証

額

　　　　　　　　     980 ,000千円

　商品取引所法第210条の規定に基づき、

日本商品委託者保護基金に分離保管しな

ければならない保全対象財産の金額は

183,552千円であります。

※３　商品取引所法施行規則第98条第1項第4

号に基づく委託者保護基金代位弁済保証

額

　　　　　　　　　　  980,000千円

　商品取引所法第210条の規定に基づき、

日本商品委託者保護基金に分離保管しな

ければならない保全対象財産の金額は

16,119千円であります。

※４  中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。

　なお、当中間会計期間末日が金融機関

の休日でありましたが、中間会計期間末

日満期手形はありませんでした。　　　

　

※４  中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。

　なお、当中間会計期間末日が金融機関

の休日でありましたが、中間会計期間末

日満期手形はありませんでした。　　　

　

※４ 　　　　　 ────

※５ 　　　　　 ──── ※５　委託者未収金及び固定化営業債権のう

ち無担保未収金は、3,885,150千円であり

ます。

※５ 　　　　　 ────

※６　短期貸付金については、債権額相当の

自己株式を担保として受け入れておりま

す。

※６ 　　　　　 ──── ※６ 　　　　　 ────

※７　委託者の未決済玉を決済したと仮定し

て計算した委託者の売買損（売買益）相

当額を、委託者に代わって取引所等に立

替払いした（取引所等から預かった）金

額であります。

　この金額は、すべての委託者の各商品

取引所の商品ごと（外国為替証拠金取引

については各カウンターパーティーの取

引通貨ごと）に差損益金を算定した上で

これらを合計して算出したものでありま

す。

※７　　　　　　　同左 ※７　　　　　　　同左
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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）

※８　委託者未収金のうち委託証拠金によっ

て担保されていない金額であります。

※８ 　　　　　 ──── ※８　委託者未収金のうち委託証拠金によっ

て担保されていない金額であります。

※９ 　　　　　 ──── ※９　投資その他の資産の破産更生債権等の

うち、1,200,000千円については、自己

株式を担保として受け入れており、債権

金額と担保処分見込額との差額を貸倒引

当金として計上しております。

※９　投資その他の資産の破産更生債権等の

うち、1,200,000千円については、自己

株式を担保として受け入れており、債権

金額と担保処分見込額との差額を貸倒引

当金として計上しております。

※10　特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項　　　　　　　　　　　　

商品取引責任準備金

　商品取引所法第221条

※10　特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項　　　　　　　　　　　　

商品取引責任準備金

同左

※10　特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項　　　　　　

商品取引責任準備金

同左

（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．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

有形固定資産 11,464千円 有形固定資産 14,330千円 有形固定資産 23,600千円

※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目 ※２．営業外収益の主要項目

受取利息 20,468千円

受取配当金 9,375

為替差益 1,560

受取利息 54,873千円

受取配当金 3,285

為替差益 259

受取利息 49,147千円

受取配当金 79,302

為替差益 2,817

※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目 ※３．営業外費用の主要項目

支払利息 19,000千円 支払利息 15,066千円 支払利息 38,442千円

貸倒引当金繰入額 127,812千円
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（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）

（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
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）

発行済株式

普通株式 16,227,207 － － 16,227,207

合計 16,227,207 － － 16,227,207

自己株式

普通株式（注）１．２ 430,278 600 56,000 374,878

合計 430,278 600 56,000 374,878

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

 ２. 普通株式の自己株式の株式数の減少56,000株は、ストックオプションの行使によるものであります。

（２）配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

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

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）

（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
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）

発行済株式

普通株式 16,227,207 － － 16,227,207

合計 16,227,207 － － 16,227,207

自己株式

普通株式 222,878 － － 222,878

合計 222,878 － － 222,878

（２）配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 320,086 利益剰余金 20 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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前事業年度（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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 16,227,207 － － 16,227,207

合計 16,227,207 － － 16,227,207

自己株式

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

合計 430,278 600 208,000 222,878

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

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

２. 配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

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

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．現金及び現金同等物の中間会計期間末残

高と中間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）

１．現金及び現金同等物の中間会計期間末残

高と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

（平成19年９月30日現在）

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金 13,785,880千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△420,000

為替預金 △13,272,539

為替証拠金取引委託

口余剰分
2,510,510

商品取引責任準備預

金
△15,408

分離保管基金預託超

過額
945,585

現金及び現金同等物 3,534,027

現金及び預金 16,739,399千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△420,000

為替預金 △13,509,240

為替証拠金取引委託

口余剰分
1,632,002

商品取引責任準備預

金
△10,569

現金及び現金同等物 4,431,593

現金及び預金 17,589,970千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△420,000

為替預金 △15,497,371

為替証拠金取引委託

口余剰分
1,984,187

商品取引責任準備預

金
△11,768

現金及び現金同等物 3,645,018
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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)

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備
品

173,349 109,528 63,820

ソフトウェ
ア

195,798 105,357 90,441

合計 369,148 214,886 154,261

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)

器具及び備
品

153,015 49,659 103,355

ソフトウェ
ア

192,813 87,025 105,787

合計 345,828 136,684 209,143

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備
品

114,127 61,576 52,551

ソフトウェ
ア

195,550 124,688 70,861

合計 309,678 186,264 123,413

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 60,664千円

１年超 99,364

合計 160,028

１年内 59,363千円

１年超 155,055

合計 214,419

１年内 44,469千円

１年超 83,985

合計 128,454

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(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 41,590千円

減価償却費相当額 37,519

支払利息相当額 3,802

支払リース料 34,212千円

減価償却費相当額 30,784

支払利息相当額 3,666

支払リース料 80,657千円

減価償却費相当額 72,762

支払利息相当額 6,997

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左 同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。

同左 同左

　（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。

　（減損損失について）

同左

　（減損損失について）

同左

２．オペレーティング・リース取引

　該当事項はありません。

２．オペレーティング・リース取引

同左

２．オペレーティング・リース取引

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 65,175 48,768 △16,407

合計 65,175 48,768 △16,407

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 335,970

当中間会計期間（平成19年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 110,697 74,273 △36,423

合計 110,697 74,273 △36,423

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 334,268
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前事業年度（平成19年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度末（平成19年３月31日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 65,175 46,320 △18,855

合計 65,175 46,320 △18,855

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度末（平成19年３月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 334,530
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（平成18年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

   商品先物取引

種類

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

現物先物取引

売建 6,760 6,415 345

買建 16,151 16,149 △2

合計 売建 6,760 6,415 345

 買建 16,151 16,149 △2

差引計 － － 343

　（注）　１．商品先物取引に係る評価損益は、中間損益計算書上の売買損益に計上しております。

当中間会計期間（平成19年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

   商品先物取引

種類

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

現物先物取引

売建 76,826 77,224 △398

合計 売建 76,826 77,224 △398

　（注）　１．商品先物取引に係る評価損益は、中間損益計算書上の売買損益に計上しております。

 前事業年度（平成19年３月31日現在）

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

 商品先物取引

区分 種類

第35期（平成19年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

現物先物取引

売建 56,272 － 57,874 △1,602

合計 売建 56,272 － 57,874 △1,602

　（注）　１．時価の算定方法

　　各商品取引所における最終約定値段であります。

２．商品先物取引に係る評価損益は、損益計算書上の売買損益に計上しております。

第一商品㈱（8746）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 33 －



（ストック・オプション等関係）

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）

  該当事項はありません。

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）

  該当事項はありません。

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
取締役、執行役員及び従業員　105

名

ストック・オプション数 普通株式497,000株

付与日 平成16年６月１日

権利確定条件

付与日（平成16年６月１日）にお

いて、取締役、執行役員及び従業

員（管理職以上）であること 

対象勤務期間   ―

権利行使期間
平成17年７月１日から平成19年９

月30日まで 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株） －

前事業年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 222,000

権利確定 －

権利行使 208,000

失効  

未行使残 14,000

②　単価情報

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 500

行使時平均株価　　　　　（円） 784

公正な評価単価（付与日）（円） －

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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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     671円88銭

１株当たり中間純利益  79円07銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益

  78円59銭

１株当たり純資産額     683円37銭

１株当たり中間純利益    34円13銭

　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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額    669円90銭

１株当たり当期純利益 78円55銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益

78円20銭

（注）１株当たり中間（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

又は純損失金額

中間（当期）純利益（千円） 1,250,066 546,179 1,245,995

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
1,250,066 546,179 1,245,995

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,810 16,004 15,861

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（千株） 95 － 71

（うち新株予約権（千株）） (95) － (71)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要

───── ───── ─────

（重要な後発事象）

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）

  該当事項はありません。

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）

  該当事項はありません。

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。

５．その他
　　該当事項はありません。
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