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通期（連結・個別）業績予想の修正および期末配当予想の修正に関するお知らせ 

 

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 19 年４月 27 日の決算発表時に公表した平成 20年３月期（平成

19年４月１日～平成20年３月31日）の通期の個別業績予想および平成19年７月27日に「連結業績予

想の修正および期末配当金予想の修正に関するお知らせ」において公表した平成20年３月期（平成19

年４月１日～平成20年３月31日）の通期の連結業績予想・期末配当予想について、下記のとおり修正し

ましたので、お知らせ致します。 
 

記 
 

１．平成 20 年３月期通期の業績予想の修正 

(1) 平成 20年３月期連結の業績予想値の修正（平成 19年４月１日～平成 20年３月 31日） 

（単位：百万円） 

 
営業収益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

前回発表予想 (A) 6,200 1,550 780 3,272 円 62 銭

今回修正予想 (B) 5,480 770 80 336 円 21 銭

増減額 (B-A) △720 △780 △700 △2,936 円 41 銭

増減率 (%) △11.6% △50.3% △89.7% △89.7%

（ご参考）前期末実績 

（平成 19年３月期末） 
5,522 524 186 784 円 61 銭

 

(2) 平成 20年３月期個別の業績予想値の修正（平成 19年４月１日～平成 20年３月 31日） 

（単位：百万円） 

 
営業収益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

前回発表予想 (A) 770 300 230 965 円 00 銭

今回修正予想 (B) 790 290 130 546 円 33 銭

増減額 (B-A) 20 △10 △100 △418 円 67 銭

増減率 (%) 2.6% △3.3% △43.5% △43.4%

（ご参考）前期末実績 

（平成 19年３月期末） 
2,502 165 6 27 円 41 銭

※ 当社グループは、平成 18年 10 月１日付で持株会社制へ移行致しました。上表中の「前期末実績(平成 19

年３月期末)」のうち、平成 18 年４月１日から平成 18 年９月 30 日の期間は、旧トレイダーズ証券株式

会社（現トレイダーズホールディングス株式会社）の実績値となっております。 



２．業績予想の修正の理由 

(1) 平成 20年３月期連結の業績予想値の修正 

① 営業収益について 

外国為替取引事業におきましては、米国におけるサブプライムローン問題をきっかけとし

て平成 19年８月以降、急激な円高が進行しました結果、売買損失を被る取引顧客が急増し顧

客預かり資産が大きく毀損しました。その影響により、既存のＦＸインターネット取引「ネ

ットフォレックス」は当下半期以降、計画に対して取引量が大きく減少しました。また、平

成 19 年 12 月よりＳＡＸＯ銀行とのパートナーシップにより導入しました上級者向けＦＸイ

ンターネット取引「ネットフォレックス－ＰＲＯ」は、現在取引量は拡大傾向にありますが、

潜在顧客へのサービス内容の浸透に時間を要したため、成果貢献の時期が当初計画よりも遅

くなり、平成 19年 12月から平成 20年２月までの約３ヶ月間は収益貢献が殆どない状況とな

りました。これらの結果、外国為替トレーディング損益は、前回予想数値より 24.3％減収と

なる見込みとなりました。（下記、「別表」 営業収益 外為取引 参照） 

証券取引事業におきましては、既存の日経 225 先物・オプション取引のインターネット取

引「ネットインデックス」に加え、平成 19 年 11 月にサービスを開始しました高機能型アプ

リケーション「トレード・スタジアム」が取引量の拡大に貢献し、また営業活動の強化によ

り取引量が比較的大きな顧客の導入が進みました結果、委託手数料収入が計画よりも上回っ

て推移しました。さらに、昨今の日経平均株価の大幅な変動により顧客の取引が活発化した

ことも、取引量の増加を後押ししました。これらの結果、受入手数料は、前回予想数値より

12.3％増収となる見込みとなりました。（下記、「別表」 営業収益 証券取引 参照） 

投資顧問事業におきましては、株式市況の悪化により主要な運用ファンドである日本株ロ

ング・ショートファンドの運用成績の不振が続き、運用資産も減少しました。また、当ファ

ンドへの当社グループ投資額について、運用不振により当期において約 49百万円の運用損失

を計上する見込みとなりました。これらの結果、投資顧問事業からの営業収益は、前回予想

数値より 70.0％減収となる見込みとなりました。（下記、「別表」 営業収益 投資顧問 参照） 

  ② 経常利益について 

   上記の営業収益の減少を受け、特に外国為替取引事業の営業収益の減少が大きく影響しま

した結果、経常利益は前回予想数値より 50.3％減益となる見込みとなりました。 

  ③ 当期純利益について 

平成 19 年９月に発生した証券取引システムの障害に伴う特別損失約３億８千万円につい

て、これまで相手先システム会社に対して補償を求めて交渉を続けて参りましたが、当期中

に見込んでいた相手先からの補償金による収入が困難になりました結果、当期純利益は前回

予想数値より 89.7％の大幅な減益となる見込みとなりました。（下記、「別表」 当期純利益 参

照） 

以上の結果、平成 20年３月期通期の連結業績予想を修正することと致しました。 

 

「別表」 

営業収益  

外為取引 証券取引 投資顧問 計 

販売費及び

一般管理費
経常利益 当期純利益

前回発表予想(A) 3,830 2,270 100 6,200 4,600 1,550 780

今回修正予想(B) 2,900 2,550 30 5,480 4,600 770 80

増減額(B-A) △930 280 △70 △720 0 △780 △700

増減率 (%) △24.3% 12.3% △70.0% △11.6% 0.0% △50.3% △89.7%

 



(2) 平成 20年３月期個別の業績予想値の修正 

当社が保有する関係会社株式（トレイダーズ投資顧問株式会社）の評価損について、税効果会

計上、スケジューリング不能な将来減算一時差異であると判断したことから、これに係る繰延税金資

産の取崩しを行いました。その結果、当期純利益が前回予想数値より 43.5％減益となる見込み

となりましたので、平成 20年３月期通期の個別業績予想を修正することと致しました。 

 

 

３．期末配当予想の修正（基準日：平成 20 年３月 31日） 

 中 間 期 期   末 年   間 

前回予想(平成 19 年７月 27 日) －円 －銭 650 円 00 銭 650 円 00 銭

今 回 修 正 予 想 －円 －銭 200 円 00 銭 200 円 00 銭

(ご参考)前期の１株当たり配当金実績  －円 －銭 200 円 00 銭 200 円 00 銭

 

４．期末配当予想の修正の理由 

当社は、業績に応じた配当政策を基本方針としており、連結当期純利益に対して配当性向 20％を

基準としておりましたが、上記 １ (1) 平成20年３月期連結の業績予想値の修正 のとおり、当期純利

益が大幅に減少する見込みとなりました。当期においては、配当性向を基準として配当金額を算出し

た場合には適正な株主還元を行うことができず、また最近の当社株価の低迷も考慮し、少しでも多く

株主へ報いることが必要と判断しました結果、前期の期末配当金と同額を維持することと致しました。 

その結果、期末配当予想を１株当たり 200 円に修正致しました。 

 

以 上 

 

 

 

(注) 本書に記載する業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。 


