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（百万円未満切捨て） 

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 
(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

20年３月期第３四半期 3,045 (△40.2) △602 ( － ) △348 ( － ) △1,077 ( － )

19年３月期第３四半期 5,089 (△32.0) △861 ( － ) △718 ( － ) △1,044 ( － )

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

 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円  銭 円  銭

20年３月期第３四半期 △42.49 － 

19年３月期第３四半期 △66.29 － 

19年３月期 △155.31 － 

 
(2）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

20年３月期第３四半期 23,753 11,465 40.3  280.72 

19年３月期第３四半期 31,544 11,147 29.1  582.90 

19年３月期 31,332 10,927 28.5  410.14 

 
(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 △358 △602 △167  5,907 

19年３月期第３四半期 △419 △5 △376  5,807 

19年３月期 △788 354 860  7,036 
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２．平成20年３月期の連結業績予想 
 当社グループは、投資金融サービス業を営んでおり、事業の特性上、商品市況・株式市況・為替相場の動向に
より大きく影響を受ける傾向があります。このため、業績予想を公表することが株主・投資家の皆様の合理的な
投資判断の形成に有用とはいえないため、業績予想の開示を控えさせていただきます。 
 
３．その他 
(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有 

除外 ２社（㈱さくらフィナンシャルサービシズ・㈱あおばフィナンシャルパートナーズ） 
(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで）におけるわが国経済は、企業収益の堅調な
改善とそれに伴う設備投資の緩やかな増加をうけ、回復基調で推移いたしました。しかしながら、アメリカ
におけるサブプライム住宅ローン問題を背景とする金融市場の変動や原油等の資源価格の高騰による物価の
上昇など、今後の景気動向に影響を及ぼす懸念を抱えております。 

このような環境の中、株式市場におきましては前述いたしましたサブプライム住宅ローン問題への懸念な
どにより、日経平均株価は10月から11月にかけて大きく値下がりし、一時は17,400円台であった日経平均株
価が11月下旬には14,600円台に下落いたしました。その後は、徐々に回復し当第３四半期の取引は15,307円
78銭で終了いたしました。 

このような環境のもと、当社グループは商品先物取引事業及び証券事業を主力事業として営んでまいりま
したが、商品先物取引事業につきましては、平成17年の商品取引所法改正を契機に、規制の強化が図られ、
出来高の減少や個人投資家の市場離れが進み、市場規模が縮小しております。このような経営環境の中で、
当社グループでは商品先物取引事業子会社を４社体制から２社体制への経営統合、グループ各社の支店の統
廃合、希望退職の募集などリストラクチャリングに取り組んでまいりました。しかし、商品先物取引市場を
取り巻く環境も依然厳しい状況であり、国際的な取引所間の競争の激化により各商品取引所では取引システ
ムの変更を予定しており、商品先物取引事業子会社でも多額の投資が必要となってきております。当社は、
このような経営環境の変化に対応していくため、商品先物取引事業部門の譲渡を決定いたしました。これに
より、当社グループの業績悪化の主要因であった商品先物取引事業部門を連結対象から除外し、資産の効率
的運用や証券事業部門及び外国為替証拠金事業部門、さらには新規の事業部門へ経営資源を集中させること
が可能となり、事業の効率化及び企業価値の向上につながるものと判断しております。 

 
当第３四半期における当社グループの業績は以下のとおりであります。 
 
商品先物取引事業につきましては、前述いたしましたとおり今般のグループ再編に伴い、平成19年４月１

日から平成19年９月30日までの業績となっております。 
また、証券業務につきましては、当第３四半期の東証一日平均売買代金が２兆9,888億円と前期末より

8.42％増加したものの、サブプライム住宅ローン問題による株式市場の混乱などにより、当社グループの顧
客層であります個人投資家につきましては取引が減少し、当第３四半期の受入手数料は伸び悩みました。 

この結果、当第３四半期の営業収益は3,045百万円（前年同四半期比40.2％減）、経常損失は348百万円（前
年同四半期は経常損失718百万円)、当第３四半期純損失は1,077百万円（前年同四半期は第３四半期純損失
1,044百万円）となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
(1）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は23,753百万円（前連結会計年度末は31,332百万円）となり、7,579百万円減少
いたしました。これは現物出資により関係会社株式が増加した一方で、商品先物取引事業子会社株式の減
少や信用取引貸付金や現金及び預金が減少したことが主な要因であります。 
負債の部は12,287百万円（前連結会計年度末は20,404百万円）となり、8,116百万円減少いたしました。

これは、信用取引借入金の減少や商品先物取引事業の譲渡に伴う預り証拠金の減少が主な要因であります。 
純資産の部は11,465百万円（前連結会計年度末は10,927百万円）となり、537百万円増加いたしました。

これは、利益剰余金が減少した一方で、第三者割当増資の実施による資本金及び資本剰余金の増加が主な
要因であります。 

 
(2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 1,129 百万円減少し 5,907 百
万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果使用した資金は 358 百万円（前連結会計年度は 788 百万円の支出）となりました。これ

は主に預託金の減少による収入 1,388 百万円や差入保証金及び保管有価証券の減少による収入 773 百万円
などがあった一方で、税金等調整前四半期純損失 1,003 百万円、預り証拠金の減少による支出 621 百万円、
立替金及び預り金の減少による支出 617 百万円があったことを反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は 602 百万円（前連結会計年度は 354 百万円の収入）となりました。これ

は主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 1,814 百万円、定期預金の純増減額の減少によ
る収入 1,202 百万円などがあった一方で、貸付による支出 4,388 百万円などがあったことを反映したもの
であります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は167百万円（前連結会計年度は860百万円の収入）となりました。これは
主に短期借入金の返済による支出75百万円、自己株式の取得による支出57百万円などを反映したものであ
ります。 

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

平成19年10月17日付にて㈱あおばフィナンシャルパートナーズ全株式を㈱さくらフィナンシャルサービ
シズに譲渡いたしました。また、平成19年11月14日付にて、㈱さくらフィナンシャルサービシズ全株式を
ＫＫＦＧキャピタル㈱（非連結子会社）に譲渡し、その後同日付でＫＫＦＧキャピタル㈱全株式を㈱ＩＭ
Ｃに譲渡いたしました。これらの株式譲渡により、㈱さくらフィナンシャルサービシズ及び㈱あおばフィ
ナンシャルパートナーズは当社の連結子会社から除外されております。 
 

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

(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
法人税法の改正に伴い、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。これによる損益に与える影響額は軽微であります。 
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４．（要約）四半期連結財務諸表 
(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

前四半期 

（平成19年３月期第３四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年３月期 科目 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

流 動 資 産 27,223,682 86.3 19,761,049 83.2 27,325,541 87.2

現金及び預金 7,485,075 6,044,742  8,549,075 

預託金 7,245,383 4,316,883  5,829,383 

委託者未収金 75,289 －  62,066 

トレーディング商品 2,002 23,856  2,003 

有価証券 － 53,459  － 

保管有価証券 176,606 －  205,831 

差入保証金 2,036,899 147,601  1,590,365 

信用取引資産 8,699,493 7,041,035  9,799,873 

信用取引貸付金 8,552,002 7,023,844  9,754,505 

信用取引借証券担保金 147,491 17,190  45,368 

委託者先物取引差金 765,200 －  709,439 

短期貸付金 － 1,756,929  － 

繰延税金資産 34,430 16,250  50,306 

その他 704,856 364,577  555,846 

貸倒引当金 △1,555 △4,286  △28,650 

     

固 定 資 産 4,320,438 13.7 3,992,381 16.8 4,006,890 12.8

有形固定資産 1,206,638 3.8 1,133,556 4.8 1,171,721 3.8

建物及び構築物 582,053 528,136  549,588 

土地 587,613 587,613  587,613 

その他 36,971 17,806  34,519 

無形固定資産 111,631 0.4 49,486 0.2 100,741 0.3

投資その他の資産 3,002,168 9.5 2,809,337 11.8 2,734,428 8.7

投資有価証券 804,490 940,571  772,489 

関係会社株式 － 1,685,523  － 

出資金及び加入金 792,410 1,700  712,410 

繰延税金資産 153,849 －  607 

その他 1,359,033 227,982  1,303,690 

貸倒引当金 △107,615 △46,438  △54,769 

     

資 産 合 計 31,544,121 100.0 23,753,430 100.0 31,332,432 100.0
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前四半期 

（平成19年３月期第３四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年３月期 科目 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

流 動 負 債 18,639,629 59.1 11,532,446 48.6 18,952,431 60.5

短期借入金 1,216,800 1,116,800  1,191,900 

未払法人税等 54,823 903  137,027 

賞与引当金 76,375 37,336  139,229 

預り証拠金 2,550,435 －  2,376,790 

預り証拠金代用有価証券 176,606 －  205,831 

外国為替証拠金 662,907 370,349  488,241 

信用取引負債 6,313,988 4,394,424  7,472,293 

信用取引借入金 6,002,094 4,340,016  7,272,320 

信用取引貸証券受入金 311,894 54,408  199,973 

預り金 6,143,429 4,101,058  4,792,826 

受入保証金 1,146,482 821,593  1,147,261 

商品取引事故損失引当金 － －  652,208 

その他 297,780 689,979  348,820 

     

固 定 負 債 1,470,942 4.7 604,556 2.5 1,162,517 3.7

繰延税金負債 310,752 12,845  164,305 

退職給付引当金 530,354 353,071  469,739 

役員退職慰労引当金 187,578 8,527  162,158 

負ののれん 338,630 166,449  299,463 

その他 103,627 63,662  66,850 

     

特別法上の準備金 286,128 0.9 150,883 0.6 289,794 0.9

商品取引責任準備金 135,244 －  138,910 

証券取引責任準備金 150,883 150,883  150,883 

負 債 合 計 20,396,699 64.7 12,287,886 51.7 20,404,742 65.1
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前四半期 

（平成19年３月期第３四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年３月期 科目 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）     

株 主 資 本 8,951,932 28.4 9,559,169 40.3 8,700,703 27.8

資本金 802,500 2.5 2,414,500 10.2 1,414,500 4.5

資本剰余金 2,148,620 6.8 3,753,629 15.8 2,760,620 8.8

利益剰余金 6,014,321 19.1 3,461,976 14.6 4,539,501 14.5

自己株式 △13,509 △0.0 △70,936 △0.3 △13,918 △0.0

評 価・換 算 差 額 等 235,258 0.7 6,841 0.0 223,781 0.7

その他有価証券評価差額金 235,258 0.7 6,841 0.0 223,781 0.7

新株予約権 － － 39,000 0.2 39,000 0.1

少数株主持分 1,960,230 6.2 1,860,533 7.8 1,964,204 6.3

純 資 産 合 計 11,147,421 35.3 11,465,544 48.3 10,927,689 34.9

負 債 純 資 産 合 計 31,544,121 100.0 23,753,430 100.0 31,332,432 100.0
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

前四半期 

（平成19年３月期第３四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年３月期 科目 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

営 業 収 益 5,089,866 100.0 3,045,005 100.0 6,650,036 100.0

受取手数料 4,125,397 2,709,812  5,475,416 

売買損益 880,824 251,002  1,063,278 

その他 83,644 84,189  111,341 

     

営 業 費 用 5,951,585 116.9 3,647,360 119.8 8,652,006 130.1

営業損失（△） △861,719 △16.9 △602,355 △19.8 △2,001,970 △30.1

営 業 外 収 益 153,710 3.0 266,199 8.7 213,784 3.2

営 業 外 費 用 10,353 0.2 11,902 0.4 47,696 0.7

経常損失（△） △718,362 △14.1 △348,057 △11.4 △1,835,882 △27.6

特 別 利 益 29,377 0.6 93,261 3.1 73,120 1.1

特 別 損 失 65,282 1.3 748,752 24.6 360,626 5.4

税金等調整前四半期（当

期）純損失（△） 
△754,267 △14.8 △1,003,548 △33.0 △2,123,387 △31.9

法人税、住民税及び事業税 85,347 15,641  186,235 

法人税等調整額 222,028 34,664  222,598 

少 数 株 主 利 益 △16,829 △0.3 23,669 0.8 △12,587 △0.2

四半期（当期）純損失

（△） 
△1,044,814 △20.5 △1,077,524 △35.4 △2,519,633 △37.9
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

四半期中の変動額  

剰余金の配当（注） △157,623  △157,623

役員賞与（注） △8,445  △8,445

四半期純損失（△） △1,044,814  △1,044,814

自己株式の取得 △478 △478

株主資本以外の項目の四半期中
の変動額（純額） 

 －

四半期中の変動額合計 
（千円） 

－ － △1,210,883 △478 △1,211,361

平成18年12月31日 残高 （千円） 802,500 2,148,620 6,014,321 △13,509 8,951,932
      

 

評価・換算差額等

 
その他有価証券評
価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

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

四半期中の変動額 

剰余金の配当（注） △157,623

役員賞与（注） △8,445

四半期純損失（△） △1,044,814

自己株式の取得 △478

株主資本以外の項目の四半期中
の変動額（純額） 

△95,356 △10,944 △106,300

四半期中の変動額合計 
（千円） 

△95,356 △10,944 △1,317,662

平成18年12月31日 残高 （千円） 235,258 1,960,230 11,147,421

 
（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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当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 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19年３月31日 残高 （千円） 1,414,500 2,760,620 4,539,501 △13,918 8,700,703

四半期中の変動額  

新株の発行 1,000,000 993,009  1,993,009

四半期純損失（△） △1,077,524  △1,077,524

自己株式の取得 △57,018 △57,018

株主資本以外の項目の四半期中
の変動額（純額） 

 －

四半期中の変動額合計 
（千円） 

1,000,000 993,009 △1,077,524 △57,018 858,465

平成19年12月31日 残高 （千円） 2,414,500 3,753,629 3,461,976 △70,936 9,559,169

      

 

評価・換算差額等

 
その他有価証券評
価差額金 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

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

四半期中の変動額  

新株の発行 1,993,009 

四半期純損失（△） △1,077,524 

自己株式の取得 △57,018 

株主資本以外の項目の四半期中
の変動額（純額） 

△216,940 △103,670 △320,610 

四半期中の変動額合計 
（千円） 

△216,940 － △103,670 537,855 

平成19年12月31日 残高 （千円） 6,841 39,000 1,860,533 11,465,544 
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前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 612,000 612,000  1,224,000

剰余金の配当（注） △157,623  △157,623

役員賞与（注） △8,445  △8,445

当期純損失（△） △2,519,633  △2,519,633

自己株式の取得 △887 △887

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 －

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

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

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

      

 

評価・換算差額等

 
その他有価証券評
価差額金 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

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

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 1,224,000 

剰余金の配当（注） △157,623 

役員賞与（注） △8,445 

当期純損失（△） △2,519,633 

自己株式の取得 △887 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△106,834 39,000 △6,969 △74,804 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△106,834 39,000 △6,969 △1,537,394 

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

  
（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

 

前四半期 

(平成19年３月期第３四半期)

当四半期 

(平成20年３月期第３四半期) 

（参考） 

平成19年３月期 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純損失

（△） 
△754,267 △1,003,548 △2,123,387 

減価償却費 51,795 42,634 68,794 

のれん償却額 4,566 26,619 14,955 

負ののれん償却額 △101,420 △117,136 △147,068 

貸倒引当金の増減額 △14,744 873 △40,495 

賞与引当金の増減額 △128,629 △93,893 △65,775 

商品取引事故損失引当金の増減額 － △268,449 652,208 

退職給付引当金の増減額 14,470 △13,273 △46,143 

役員退職慰労引当金の増減額 △99,041 △148,545 △124,461 

商品取引責任準備金の増減額 △4,350 △85,007 △684 

受取利息及び受取配当金 △13,513 △23,220 △17,020 

支払利息 5,775 11,133 8,957 

売買目的有価証券の増減額 － △53,459 － 

出資金及び加入金償還損益 58,244 △7,035 13,950 

投資有価証券売却益 △5,505 － △20,400 

事業撤退損失 － 459,157 － 

固定資産減損損失 － 172,704 200,194 

退職一時費用 － 63,826 － 

持分変動損失 － 499,233 － 

過年度損益修正損益 － 10,875 △33,080 

投資有価証券評価損 18,006 2,096 21,323 

関係会社清算損失 － － 64,244 

店舗撤退損失 19,241 － 56,577 

固定資産除却損 3,565 － 3,565 

委託者未収金の増減額 34,159 38,521 47,383 

差入保証金及び保管有価証券の増減額 1,562,298 773,022 2,006,101 

預り証拠金の増減額 △2,568,446 △621,116 △2,712,866 

外国為替証拠金の増減額 △794,769 △117,891 △566,608 

預託金の増減額 188,145 1,388,000 1,583,645 

金銭信託の払戻による収入 251,000 － 201,000 

トレーディング商品の増減額 22 △21,852 20 

委託者先物取引差金の増減額 1,196,912 88,366 849,846 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 1,022,741 △319,031 1,080,667 

立替金及び預り金の増減額 598,372 △617,655 △783,725 

受入保証金の増減額 △1,191,121 △325,667 △1,190,342 
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（単位：千円） 

 

 

前四半期 

(平成19年３月期第３四半期)

当四半期 

(平成20年３月期第３四半期) 

（参考） 

平成19年３月期 

役員賞与の支払額 △13,500 － △13,500 

その他 97,184 65,654 72,682 

小計 △562,804 △194,065 △939,438 

利息及び配当金の受取額 13,820 23,114 16,825 

利息の支払額 △6,873 △9,780 △10,158 

法人税等の支払額 136,085 △178,029 144,628 

営業活動によるキャッシュ・フロー △419,772 △358,761 △788,143 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の純増減額 △27,490 1,202,500 105,019 

投資有価証券の取得による支出 △12,905 △649,567 △30,806 

投資有価証券の売却による収入 32,405 29,776 71,486 

関係会社株式の取得による支出 － 154,548 － 

関係会社株式の売却による収入 － 10,000 － 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 － 1,814,177 － 

持分法投資損益 － △94,514 － 

有形固定資産の取得による支出 △19,247 △53,841 △43,775 

有形固定資産の売却による収入 6,198 － 5,778 

長期前払費用の増減 △3,364 △12,030 △2,975 

出資金及び加入金の償還による収入 69,761 230,200 228,499 

貸付による支出 △182,476 △4,388,646 △102,176 

貸付金の回収による収入 128,348 1,070,637 104,062 

その他 3,725 84,394 19,700 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,045 △602,365 354,812 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額 △193,200 △75,100 △218,100 

株式の発行による収入 19,000 － 1,243,000 

新株予約権の発行による収入 － － 39,000 

自己株式の取得による支出 △478 △57,018 △887 

配当金の支払額 △157,226 △63 △157,453 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー △376,591 △167,928 860,872 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △801,409 △1,129,054 427,542 

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

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

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 5,807,197 5,907,094 7,036,148 
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(5）営業収益の状況 

①受取手数料 
（単位：千円） 

 
前四半期 

（平成19年３月期第３四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期）

前年同四半期比 

（％） 

（参考） 

平成19年３月期 

商品先物取引 2,400,590 1,064,396 △55.7 3,042,681 

商品ファンド 2,486 1,799 △27.6 8,520 

外国為替証拠金取引 142,015 118,242 △16.7 167,604 

証券取引     

委託手数料 1,413,620 1,297,986 △8.2 2,010,857 

引受・売出手数料 － － － － 

募集・売出しの取扱手数料 112,950 147,647 30.7 162,793 

その他の受入手数料 53,734 79,739 48.4 82,958 

証券取引計 1,580,305 1,525,374 △3.5 2,256,609 

受取手数料合計 4,125,397 2,709,812 △34.3 5,475,416 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．当四半期の商品先物取引及び商品ファンド受取手数料は、平成19年４月１日から平成19年９月30日ま

での受取手数料となっております。 
 

②売買損益 
（単位：千円） 

 
前四半期 

（平成19年３月期第３四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期）

前年同四半期比 

（％） 

（参考） 

平成19年３月期 

商品先物取引 587,735 △2,124 － 654,547 

外国為替証拠金取引 10,177 744 △92.7 10,442 

証券取引     

株券等 281,469 256,312 △8.9 396,463 

債券等 141 4 △96.7 233 

その他 1,329 261 △80.4 1,619 

証券取引実現損益 282,939 256,578 △9.3 398,316 

証券取引評価損益 △28 △4,195 － △27 

証券取引計 282,911 252,382 △10.8 398,288 

売買損益合計 880,824 251,002 △71.5 1,063,278 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．当四半期の商品先物取引売買損益は、平成19年４月１日から平成19年９月30日までの売買損益となっ

ております。 
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③その他 

（単位：千円） 

 
前四半期 

（平成19年３月期第３四半期）

当四半期 

（平成20年３月期第３四半期）

前年同四半期比 

（％） 

（参考） 

平成19年３月期 

証券取引     

金融収益 134,676 149,067 10.7 181,371 

金融費用 51,032 64,877 27.1 70,029 

その他合計 83,644 84,189 0.7 111,341 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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