
 

 

 

                                  (財)財務会計基準機構会員    

 

 

平成２０年３月期 決算短信 

平成 20 年 5月 23 日 

上 場 会 社 名           豊商事株式会社         上場取引所  ＪＱ 
コ ー ド 番 号                8747                       ＵＲＬ  http://www.yutaka-shoji.co.jp/ 

代  表  者   （役職名） 取締役社長           (氏名) 石黒 文博 

問合せ先責任者   （役職名） 常務取締役管理本部長  （氏名）篠塚 幸治                     
ＴＥＬ  (03 ) 3667 － 5211     
定時株主総会開催予定日  平成 20 年 6 月 27 日 配当支払開始予定日   平成 20 年 6 月 30 日 
有価証券報告書提出予定日 平成 20 年 6 月 27 日  
 

（百万円未満切捨て） 
１．20 年 3月期の連結業績 （平成 19年 4 月 1日～平成 20 年 3月 31 日） 
(1)連結経営成績                                （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

 8,399      7.5    
  7,811      △9.0 

 1,663    20.9 
 1,375   △20.4 

  1,634    27.6 
  1,281   △26.8 

  909    49.8 
  607   △43.4 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益        

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

  営業収益 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％
20 年 3月期 
19 年 3 月期 

     104 92 
     68  86 

      84  59 
      58  46 

8.2 
5.7 

4.0 
2.9 

19.8 
17.6 

(参考) 持分法投資損益       20 年 3 月期   ―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
20 年 3月期 
19 年 3 月期 

39,995 
42,125 

11,252
10,944

28.0 
25.8 

     1,307   80 
        1,233   64 

(参考) 自己資本       20 年 3 月期      11,218 百万円      19 年 3 月期 10,859 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
20 年 3月期 
19 年 3 月期 

2,453 
△906 

           358 
  △209 

△136 
1,585 

        6,464 
3,893 

 
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 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19 年 3月期 
20 年 3 月期 

－ 
－ 

  10  00
10  00

10  00
10  00

         88
         86

14.5 
9.6 

0.8
0.8

21 年 3 月期（予想） － 未 定  未 定   －  

 (注) 1.  平成 19 年 3月期 期末及び年間配当金の内訳 普通配当  7.50 円 記念配当 2.50 円 

       2.  当社は、下記「3. 平成 21 年 3 月期の連結業績予想」における事由により、予想配当金については記載を控えさ

せていただいております。 

 

３．平成 21 年 3月期の連結業績予想（平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 

    当社及び当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ(以下、「当社」という。) の主たる事業である商品先物取引業は事業の特性上、営業収益にお いて、  

 商品市況、為替相場等の市場環境の動向により大きく影響を受ける傾向にあります。当社は、このような状況 において、   

 業績予想を適正かつ合理的に行うことは非常に困難であることから、業績予想の開示・公表は、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と判断されるため、業績予想の開示を控えさせていただいております。 
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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）  ○有 ･ 無 

新規 1 社（社名 ユタカ・アセット・トレーディング㈱） 除外 1社 （社名 ㈱ブルベアファンドマネジメント）        

 
(注) 詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(2) 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（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 ･ 無 
② ①以外の変更   有 ･ ○無 

〔(注)詳細は、20 ページ「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） 20 年 3 月期  8,897,472 株 19 年 3 月期 8,897,472 株 
②期末自己株式数  20 年 3 月期      319,128 株 19 年 3 月期    95,028 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41 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 20 年 3 月期の個別業績 (平成 19 年 4月 1日～平成 20 年 3月 31 日) 
 
(1)個別経営成績                               （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

  8,245        7.5 
  7,672     △8.8 

 1,602       17.1    
 1,368     △18.8

  1,638       27.4 
1,286     △24.9

  861          41.0 
  611        △32.3

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益       

 円 銭 円 銭
20 年 3月期 
19 年 3 月期 

          98    62 
          69    03 

          79   62  
          58   64

 
 
(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

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

        40,112 
        41,429 

        11,014 
        10,650 

              27.5 
              25.7 

      1,273    95 
      1,204    99 

(参考) 自己資本       20 年 3 月期  11,014 百万円  19 年 3 月期 10,650 百万円 
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1.  経営成績 
         

(1) 経営成績に関する分析 

  

 当連結会計年度の我が国経済は、当初こそ為替は円安基調が緩やかに進行し、日経平均株価も上昇基調にありました。し

かし、夏場に米国のサブプライムローン焦げ付き問題に端を発した金融、資本市場の動揺は世界中に飛び火し、日本のマー

ケットも混乱に陥りました。米国の経済減速と円高が企業業績に影響し、上昇基調にあった日経平均株価は失速し、年度末

まで低迷を余儀なくされました。 

わが商品業界の動きとしては、これまでにない斬新な取引が東京工業品取引所で７月１７日にスタートしました。それは

｢金先物ミニ取引｣です。金は金融商品に類似する大型国際商品で、投資家、実需家ばかりか金融機関など市場参加者の層が

広いのが特徴です。その金の標準取引に対して１０分の 1 規模のミニサイズの取引が誕生しました。即ち、取引単位が標準

取引の 1 キログラムに対して１００グラムの取引です。そして、ミニ取引にはロスカット制度が導入されているのが特徴で

す。お客様に損失がどのくらいになったら手仕舞うかをあらかじめ決めておいてもらうわけです。そのため預託した証拠金

以上の損失が発生しづらくなりますから、委託者保護に重要な役割を果たすことになります。ミニ取引は商品先物取引の初

心者に向いており、市場参加者の増大が期待されます。そして、その手がかりとなる取組高の推移ですが、残念ながら初め

の数ヶ月は減少傾向にありました。しかし、年明け後には増加傾向に転じ、商いも活発になっています。今後が更に期待さ

れます。 

商品相場は、ニューヨーク原油がドル安、中東の政情不安、米国内石油在庫の減少、精油所のトラブル多発などを背景に

史上 高値を更新する動きを続け、年度末には１００ドルの大台を突破するまでに至りました。これを受けて、国内の原油、

ガソリン、灯油も堅調に推移し、途中に円高などからかなり下押す場面はあったものの、概ね強調な相場展開となりました。

かなりの大相場を形成したわけですが、値動きが荒く短時日に相場が大きく揺れるため、一般投資家が近寄り難い面があっ

たのは否めません。そのため商いが細り、取組高が減少傾向にあるのが気がかりです。金はニューヨーク相場がファンドの

売りなどで年度前半は軟調な動きとなり、国内も軟化傾向となりました。しかし、８月以降はドル安、原油相場の急騰を背

景にしたファンドなどの買いがニューヨーク相場を大きく押し上げ、史上 高値を更新して１０００ドル台乗せを示現しま

した。これに追随して国内の金も急伸し、東京金先限は８４年以来の高値を付けました。相場が高値追いの展開となったた

めに商いの方はまずまずだったのですが、取組高が減少したことが気がかりです。白金も金に歩調を合わせる動きとなりま

した。ただ、世界生産の８０％を賄う南アフリカ共和国で電力供給不安が発生し、白金の供給減懸念が急浮上し、年明け後

に相場は急騰しました。商いの方はまずまずでしたが、金同様に取組高の減少が気になります。ゴムはチャート面で売り人

気が強まり、ファンドの売りに押される展開で始まりましたが、８月後半以降は原油相場の高騰、タイの原料出回り減少、

中国の買い付け期待などを背景に上昇しました。商いの方は減少となりました。トウモロコシは作付け遅れをはやしたシカ

ゴ高や海上運賃高を材料に上げる展開で始まり、その後円高で下押す場面はあったものの、原油高によるエタノール需要増

大期待や、ドル安などを背景にした買いが入り、シカゴ相場が水準を大きく切り上げたために東京市場でも同様な動きを示

しました。大豆も米国の減反と海上運賃高から上げる展開で始まり、その後に円高で下押したものの、原油高による大豆油

高、中国の買い付け活発化などを背景にシカゴ大豆が高騰したことに追随して上伸しました。ただ、年度末には天候悪で米

国でのトウモロコシの作付けが遅れ、その分大豆の作付けが増えるとの見方でシカゴ相場が反落したため、国内でも反落を

余儀なくされました。商いの方はトウモロコシ、大豆とも堅調でした。 

 このような環境のもとで､当社グループの総売買高は 6,354 千枚（前年同期比 18.1％増）となり､受取手数料は 6,850 百万

円（同 2.5％減）、売買損益は 1,439 百万円の利益（同 124.8％増）となりました。 

 以上の結果､連結営業収益は 8,399 百万円（同 7.5％増）､連結経常利益は 1,634 百万円（同 27.6％増）､連結当期純利益は

909 百万円（同 49.8％増）となりました。 
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(セグメント別の業績概況) 

 

  ① 事業部門等に基づく業績（事業の種類別セグメント情報は省略開示につき記載しておりません。） 

   ・商品先物取引関連事業 

     当事業において商品先物取引では、受取手数料は 6,850 百万円（前年同期比 2.5％減）、売買損益は 1,439 百万円

の利益（同 124.8％増）となりました。この結果、当事業での営業収益は 8,350 百万円（同 7.6％増）、営業利益は

1,663 百万円（同 20.9％増）となりました。 

   ・不動産管理業 

     当事業において、営業収益は 49 百万円（前年同期比 3.5％減）、営業損益は 0 百万円の利益（前年同期は 32 百万

円の営業損失）となっております。 

   

② 所在地別業績 

   ・日本 

     国内では、営業収益は 8,344 百万円（前年同期比 7.4％増）、営業利益は 1,633 百万円（同 18.5％増）となりまし

た。 

   ・東南アジア 

     東南アジアでは、営業収益は 55 百万円（前年同期比 16.4％減）、営業利益は 18 百万円（同 25.3％減）となりま

した。 

 

(２)   財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

    当連結会計年度末の資産総額は 39,995 百万円、負債総額は 28,743 百万円、純資産は 11,252 百万円となっておりま   

      す。当連結会計年度末の資産総額 39,995 百万円は前連結会計年度末 42,125 百万円に比べて 2,130 百万円減少してお    

      りますが、この内訳は流動資産が 1,028 百万円、固定資産が 1,101 百万円それぞれ減少し、主に「金銭の信託」が 5,950 

   百万円減少しております。負債総額 28,743 百万円は、前連結会計年度末 31,180 百万円に比べて 2,437 百万円減少し て  

      おりますが、この内訳は、流動負債が 2,145 百万円、固定負債が 178 百万円、特別法上の準備金が 113 百万円それぞ  

   れ減少しております。 

    当連結会計年度末の純資産 11,252 百万円は前連結会計年度末 10,944 百万円に比べて 307 百万円増加しております 

     が、この内訳は株主資本 686 百万円の増加、評価・換算差額等 326 百万円の減少、少数株主持分 52 百万円の減少とな 

     っております。 

② キャッシュ・フローの状況 

    当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、差入保証金の増加、定期預    

 金の預入等による支出があったものの、預り証拠金や税金等調整前当期純利益等による収入が増加した結果、前連結

会計年度末に比べて 2,570 百万円（連結除外に伴う減少額 39 百万円を含む）の増加となり、当連結会計年度末は、6,464

百万円（前年同期比 66.0％増）となりました。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金の取得は、2,453 百万円（前年同期は 906 百万円の使用）となりました。こ

れは、預り証拠金や税金等調整前当期純利益等による収入が増加したこと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） 

  当連結会計年度における投資活動による資金の取得は、358 百万円（前年同期は 209 百万円の使用）となりました。これ

は、投資床証券の売却による収入等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） 

当連結会計年度における財務活動による資金の使用は、136 百万円（前年同期は 1,585 百万円の取得）となりました。こ

れは、自己株式の取得による支出等によるものであります。 

 

なお、当企業集団のキャッシュ・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

自己資本比率（％） 27.2 23.0 25.8 28.0

時価ベースの自己

資本比率（％）

債務償還年数（年） 3.2              -              - 0.3

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ

（注） 1. 各指標の算定方法は次のとおりです。

・ 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
・ 債務償還年数　　　　　　　　　 ：  有利子負債 ÷ 営業キャッシュ・フロー
・ インタレスト・カバレッジ・レシ ：  営業キャッシュ・フロー ÷ 利払い

2. 各指標は連結ベースの財務数値に基づいて算出しております。
3. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（連結上の自己株式控除後）により計算しております。

             - 74.3

平成19年3月期 平成20年3月期

16.5 11.610.4

11.2

25.1

             -

4. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用
しております。

5. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子の支払いを要する全ての負債を対象と
しております。

6. 利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
7. 平成18年3月期及び平成19年3月期において、営業キャッシュ・フローがマイナスとなっておりますので、

債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。  
 

(3)  利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当 

    当社は､利益配分に関しましては､財務体質の強化と将来の安定的な収益基盤の確保に向けた内部留保の充実に留意し

つつ、株主の皆様への安定した配当を継続､維持することを基本とし、また、業績の状況に応じて配当性向等を勘案のう

え一層の利益還元に努めてまいりたいと考えております。 

   当期の利益配当金につきましては、上記の方針及び当期の業績の状況、今後の経営環境等を総合的に勘案いたしまし     

  た結果、1株につき 10 円の配当とさせて頂く予定であります。当期の内部留保資金の使途につきましては、今後の市場   

  の自由化、国際化の進展に対応する事業展開に向けて、財務体質と経営基盤の強化に活用する所存であります。 

     なお、「平成 21 年 3 月期の連結業績予想」において記載のとおり、当社は業績予想の開示を控えさせていただいてお

りますので、次期の配当につきましても開示を控えさせていただき、取締役会において所要の決議が行われた場合には

速やかに開示を行ってまいります。 

 

(4) 次期の見通し 

    次期の見通しにつきましては、当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの中核事業である商品先物取引業とその他の金融商品を基盤とし、従前

からの法令遵守の徹底をさらに一層強化するとともに、顧客の多様化するニーズに応えるため、質の高い商品・サー

ビスを提供し顧客の資産運用等に大いに貢献することにより、預り資産および口座数の増加にともない収益の拡大に

努力して参る所存であります。 
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(4)  事業等のリスク 

 

 ① 当社の事業内容 

イ．商品先物取引業界の動向 

市場主義経済圏の拡大に伴い、商品（コモディティ）や金融商品は、グローバルに展開して行くなかで、取引形態

の多様性と相俟って価格変動と為替に晒されるリスクを内包することから、この価格変動と為替のリスクをヘッジす

る手法としての先物取引の重要性が経済的、社会的見地からますます高まってきております。我が国の商品先物取引

市場は、世界の商品市場をリードする代表的な取引所となっている東京穀物商品取引所や東京工業品取引所を含めて

全国４ヵ所で開設されており、国際的大型商品である金（ゴールド）・白金（プラチナ）等の貴金属、大豆・とうもろ

こし等の農産物、ガソリン・原油等の石油、そしてゴム等が取引され、新規商品が上場される等、引続き拡大傾向に

あり、底堅く推移しております。 

今般の改正商品取引所法の施行に伴い、勧誘行為等の受託業務活動の規制強化と併せて、委託者資産保全の充実化

が図られております。アウトハウス型クリアリングハウス（清算機構）である㈱日本商品清算機構の設立により、取

引の安全性が国際水準程度に高まったことから今まで信用リスク（取引先リスク）の観点から取引を見送っていた向

きのある、国内はもとより海外の機関投資家にとって信用リスクの不安が一掃されると思われるため、その参加が大

いに期待されますが、マーケット・シェア（顧客数、預り資産等市場規模）が拡大するに伴い、収益の増加が見込れ

企業業績の伸張が大いに期待される一方、異業種、あるいは外資系企業からの参入が増大する可能性があると予測さ

れますので、既存の商品取引員間との企業競争も含めて今後の動向次第では当社の経営環境に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  ロ．受託業務と自己売買業務（自己ディーリング）  

当社は全国４ヵ所すべての取引所において、商品取引員として顧客（委託者）から委託を受ける受託業務を行うとと

もに、自己の計算による自己売買業務（自己ディーリング）を行っております。 

   受託業務 

当社の顧客（委託者）は、リスク・ヘッジを主とする商品保有者（将来保有を含む。）である商社等の法人顧客と、一

方でリスクをとって収益機会を得ようとするリスク・テーカーと称される一般顧客（一般法人を含むが、大半は個人顧

客）で構成され、受託取引の比率は概ね 4分の１が前者で、4分の３が後者となっております。 

商品先物取引は、実際の商品の総代金ではなく、定められた額の証拠金を担保として預託することにより取引が行わ

れることから、投資運用効率が高いと考えられます。この投資運用効率は、大きな利益を得る機会を齎す半面、ときに

より損失を蒙る場合があるため、一般顧客を中心とする市場参加者の動向は受託取引の多寡に関係し、業績（受取手数

料）に影響を与えることとなります。また、受託取引に伴うり証拠金（外国為替取引の場合は預り取引保証金）、委託者

未収金や委託者未払金等の債権債務、日本商品清算機構・取引所への預託額及び法人顧客との継続取引に伴う取引保証

等の差入保証金等の増減は財政状態とキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。 

自己売買業務（自己ディーリング） 

一方、自己売買業務（自己ディーリング）は、受託業務に伴う市場流動性を確保するマーケット・メーカーとしての

役割からリスクテイクする場合等がありますが、主として、収益機会を獲得するために当社独自の相場観により自己デ

ィーリングを行っております。当社は自己ディーリングを行うにあたり、専任部署と専任担当者を定めて社内規程に基

づき、厳しい運用管理を行っておりますが、売買損益の状況は業績に影響を及ぼすこととなります。当社は、自己売買

業務（自己ディーリング）に対し、ディーラーの育成強化に努めるなど収益の拡大に取組んでおります。 

       

 ② 当社の事業における法的規制 

   当社の主要な事業である商品先物取引業は、商品取引所法、同法施行令、同法施行規則等の関連法令、商品取引所が

定めた受託契約準則、その他当業界の自主規制団体の日本商品先物取引協会（商品取引所法に基づく特殊法人）が定め
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た自主規制ルール等の適用をうけております。また、この他に消費者契約法、個人情報保護法の適用を受けるとともに、

「商品ファンド」「外国為替証拠金取引」については、平成 19 年 9月 30 日に施行された金融商品取引法の適用を受ける

とともに、金融商品販売法に基づき「金融商品の販売に係わる勧誘方針」を設定しております。   

   当社は、商品取引所法の規定に基づき、取引の受託業務を行うことができる商品取引員として農林水産大臣及び経済

産業大臣より許可を受けております。 

   商品取引所法等の法令に違反した場合には、受託業務活動に支障を来たす処分を受ける場合があり、業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

   また、受託業務を行う社員は外務員の資格を取得し主務大臣の行う登録を受ける必要があります。登録外務員が顧客

との受託業務活動において、会社が外務員の権限を内部的に制限している場合でも、外務員が行った行為が外務員の権

限外の行為であって、当該権限行為により第三者に損害が発生した場合には、当該外務員が所属する会社は、当該外務

員の使用者として、当該第三者に対し損害賠償責任を負う可能性があります。このような損害賠償が発生した場合、業

績に影響を与える可能性があります。当社は社内規程等内部管理体制の充実強化を図るとともに社員研修を通して法令

遵守の徹底に努めております。 

 

③ 訴訟について 

平成 20 年 3月末現在、特段に記載すべき重要な訴訟事件はありませんが、顧客との受託取引等に起因する重要な訴訟

やその他重要な請求の対象とされる可能性があります。これらの結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 ④  純資産額規制比率及び自己資本規制比率について 

   純資産額規制比率は、商品取引所法の規定に基づき、同法施行規則の定めにより算出することとしたものであります 

が、商品取引員は純資産額規制比率が 120％を下回ることがないようにしなければならず(同法第 211 条第 2項)、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(同法第 235 条)。 

   また、自己資本規制比率は、金融商品取引法の規定に基づき 内閣府令の定めにより算出することとしたものであり 

ますが、外国為替証拠金取引（ＦＸ）業者は、自己資本規制比率が 120％を下回ることがないようにしなければならない

と定められております。 

    当社は、純資産額規制比率及び自己資本規制比率が要求される水準を下回った場合には、純資産額規制比率に関して

は農林水産大臣及び経済産業大臣から、自己資本規制比率に関しては内閣総理大臣から業務の停止等を含む様々な命令

等を受けることとなります。これらの結果によっては、当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。 

 

⑤ 個人情報保護に関して 

   当社は、顧客の個人情報を扱う企業であることから、その社会的責任を認識し、個人情報管理に積極的に取組み、当

社における個人情報保護方針を制定し、平成 17 年 4月に施行された、いわゆる個人情報保護法に対応してきており、平

成 18 年 2月に「プライバシーマーク」を取得するなど、個人情報保護管理体制に適切に対処する旨努めております。 

しかしながら、顧客の個人情報や当社の機密情報が、不正なアクセスなど何らかの方法により外部に漏洩し、あるいは

悪用された場合等には、損害賠償が発生する可能性があり、加えて当社の信頼を失うおそれがあり、当社の業績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥ システム障害について 

   平成 17年 11月に東京証券取引所の取引システムが故障を発生し、取引が一時停止するなどの事態が起こりましたが、

当商品市場において、当社の社内システムを含め係る状況が発生した場合には顧客等に与える影響は予測しがたいもの

がありますが、当社の社内システムに関しては、安全性の確保を図る等、システム管理の徹底に努めております。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社及び当社の子会社 15 社(海外子会社 12 社と国内子会社３社)でもって構成されており、商品先物取

引関連事業を主要な事業とするほか、当社本社ビル管理等を主な業務とする不動産管理業を行っております。 

事業部門別による企業の配置は、 

(1) 商品先物取引関連事業 

  ○ 商品先物取引業 ：当社  

  YUTAKA SHOJI SINGAPORE PTE.LTD (シンガポール現地法人子会社) 

  ユタカ・アセット・トレーディング株式会社 (子会社) 

  ○ 商品投資販売業 ：当社  

  ○ 商品投資顧問業等 ：ユタカ・フューチャーズ株式会社 (子会社) 

  YUTAKA ASSET MANAGEMENT CAYMAN LTD. (子会社) 

  YF OPEN COMPANY Ⅱ LTD.  (子会社) 

  YUTAKA IDX COMPANY LTD.(GP) (子会社) 

  YUTAKA GP LTD. (子会社) 

  TSUBASA GP LTD. (子会社) 

  YTV GP LTD. (子会社) 

  その他 5社 (子会社) 

(2) 不動産管理業 ：ユタカエステート株式会社 (子会社) 

   

となっております。 

   また、事業系統図を示すとつぎのとおりであります。 
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（海外顧客）

商品先物取引の受託 商品ファンドの販売

商品先物取引
の受託

○連結子会社　

　YF OPEN COMPANY Ⅱ LTD.  

　YUTAKA ASSET MANAGEMENT
CAYMAN LTD.

　YTV  GP  LTD..  

　YUTAKA IDX COMPANY LTD.
(GP)

　       その他5社

　YUTAKA  GP LTD.  

　TSUBASA  GP LTD.  

委託者（法人及び個人）

当　　　　                     　社

商品先物取引の
受託

自己取引の
委託

（国内顧客）

商品ファンドの
販売委託

 ○　ユタカ・アセット・ト
レーディング株式会社

不動産管理業

○ ユタカエステート㈱ 

当社本社ビル管
理　及び

厚生施設等の賃
借

商品先物取引業

○　YUTAKA SHOJI
SINGAPORE PTE.LTD.

商品投資顧問業等

○　ユタカ･フューチャーズ㈱
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3.経営方針  

 （1）会社の経営の基本方針 

 当社は、公正な価格決定機能等を有する商品市場機構の一構成員として、商品先物取引業の経済的、社会的役割を認識し、

それに基づいて市場参加者（投資者）の信頼と期待に応えるべく事業運営を推進したいと考えております。このような観点

から、当社は「顧客に信頼される営業活動」を基本方針に掲げており、今後もさらにこれを継続し、一層充実したものとし

て次のような営業活動を展開していく方針であります。 

  第一に、良質で鮮度のある情報を迅速かつ的確に顧客に提供することであります。大手商社や海外の関係会社等（シンガ

ポール等）から入手した情報と他のルートからの情報とを一元的に収集・分析し、インターネットを通じて顧客に提供して

おりますが、さらに一層充実したものにいたします。 

第二に、顧客のニ－ズに応じた商品の提供であります。顧客の資産運用方法に従い｢ユタカ・インデックス・ファンド｣の

商品ファンド、｢金庫番｣｢プラチナ倶楽部｣等のストック型商品、個人の為替取引を可能にしたインターネット・ｉモ－ドに

よる外国為替証拠金取引「e-kawase」を開発・販売するなど、今後とも引き続き新商品を提供してまいります。 

第三に顧客に総合的企画提案のできる社員をより多く育成しさらに一層レベルアップしてまいります。 

当社は、このように「顧客重視の営業」を経営方針としてこれからも継続してまいりたいと考えております。 

 

（2）目標とする経営指標 

  当社グループは、企業価値の拡大を通して株主の皆様へ安定した配当を継続、維持することを基本理念として掲げており、

具体的には 1 株当たり 7.50 円を堅持する方針であり、業績の状況により一層の利益還元に努めて参りたいと考えておりま

す。また、純資産額規制比率や自己資本規制比率の充実及び顧客の預り資産、口座数等の拡大に向けて取り組んでおります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

    ここ数年、商品先物業界を取り巻く状況は、大きく変化しております。まさに激動する経営環境下おいて、当社グルー

プは、収益の安定的確保を図るべく収益の多角化（商品先物とその他金融商品との収益比率割合６：４を目標）を更に推

進するとともに、経営環境の変化に柔軟に対応できる組織、人材の育成等経営基盤の強化に努め、企業価値を高めるべく

その 大化の実現に向けて努力する所存であります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

    当業界は、市場の自由化・国際化が進展し、市場規模の拡大が見込まれておりますが、先行きの見通しについては景気

や為替の動向等依然として不透明であり、また、手数料の完全自由化や改正商品取引所法、個人情報保護法等の法的規制

の強化など、事業へ与える影響並びに今後の状況等については引き続き厳しい環境にあります。 

当社グループにおきましては、このような経営環境下において、従前からの法令遵守の徹底をさらに一層強化するとともに、

顧客の多様化するニーズに応えるため、質の高い商品・サービスを提供し顧客の資産運用等に大いに貢献する企業となるよ

う努める一方、収益構造の多角化を構築し、一層の財務体質と経営基盤の強化を図る等、更なる成長に向けて努力し、今後

の業界での予想される競争激化に対処してまいる所存であります。 

 

 （5）内部管理体制の整備・運用状況 

  「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記  

  載する事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。 

  

   （6） その他、会社の経営上の重要な事項 

   

      該当事項はありません。 
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４ .連結財務諸表等 
（１）連結財務諸表 
  ① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
 対前年比 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
 増減（千円）

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金 ※2,4  4,348,613 6,781,301  

 ２ 委託者未収金   714,474 514,416  

 ３ 有価証券 ※２  10,105 199,178  

 ４ 商品   50,974 9,030  

 ５ 繰延税金資産   78,153 135,029  

 ６ 保管有価証券 ※２  6,815,643 5,785,500  

 ７ 差入保証金   9,333,210 14,071,939  

 ８ 金銭の信託   10,460,000 4,510,000  

 ９ 委託者先物取引差金 ※３  345,485 231,854  

 10 未収法人税等   117,949 2,098  

 11 その他   1,398,063 421,827  

 12 貸倒引当金   △23,600 △41,725  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

流動資産合計   33,649,072 79.9 32,620,451 81.6 

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産     

  １ 建物及び構築物 ※２ 3,698,912 3,707,540   

    減価償却累計額  1,790,914 1,907,998 1,845,664 1,861,876  

  ２ 機械装置及び運搬 

    具 

        減価償却累計額 

 15,930 23,607   

          11,171 4,758 5,711 17,896  

  ３ 器具及び備品  219,770 219,292   

    減価償却累計額  119,926 99,843 115,844 103,448  

  ４ 土地 ※２  2,294,871 2,222,324  

  △1,028,620

 

 

 

 

 

 

   

  有形固定資産合計   4,307,472 10.2 4,205,545 10.5 

 (2) 無形固定資産   42,715 0.1 17,407 0.0 

 (3) 投資その他の資産     

  １ 投資有価証券 ※1,2  1,362,686 738,871  

  ２ 長期差入保証金   1,737,172 990,778  

  ３ 長期貸付金   112,783 77,057  

  ４ 繰延税金資産   567,263 733,275  

  ５ その他 ※1,2  1,625,858 1,514,187  

  ６ 貸倒引当金   △1,279,769 △902,340  

   △101,927

    △25,308

投資その他の資産合計   4,125,995 9.8 3,151,829 7.9    △974,166

固定資産合計   8,476,184 20.1 7,374,781 18.4  △1,101,402

資産合計   42,125,256 100.0 39,995,232 100.0    2,130,023
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
 対前年比 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
 増減（千円）

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 委託者未払金   393,404 288,442  

２ 短期借入金 ※２  500,000 618,600  

３ 未払法人税等   9,147 535,626  

４ 賞与引当金   156,071 199,716  

５ 役員賞与引当金   45,000 50,100  

６ 預り証拠金   8,888,529 11,065,202  

７ 預り証拠金代用有価 

  証券 
  6,815,643 5,785,500  

８ 預り取引保証金   10,221,719 4,357,766  

９ 金融先物取引保証金   269,016 1,983,855  

10 その他   395,342 663,244  

 

流動負債合計   27,693,873 65.7 25,548,055 63.9 

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   2,007,916 2,005,416  

２ 長期借入金 ※２  130,000 92,800  

３ 退職給付引当金   382,013 407,369  

４ 役員退職慰労引当金   ― 271,000  

５ 繰延税金負債   84,082 83,937  

６ その他   499,916 64,989  

  △2,145,817

固定負債合計   3,103,928 7.4 2,925,512 7.3 

Ⅲ 特別法上の準備金     

１ 商品取引責任準備金 ※４  382,923 269,317  

２ 金融先物取引責任準 

  備金 
※５  19 216  

  △178,416

特別法上の準備金合計   382,942 0.9 269,534 0.7    △113,408

負債合計   31,180,744 74.0 28,743,101 71.9  △2,437,642
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
 対前年比 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
 増減（千円）

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   1,722,000 4.1 1,722,000 4.3 

２ 資本剰余金   1,104,579 2.6 1,104,579 2.8 

３ 利益剰余金   7,743,057 18.4 8,566,793 21.4 

４ 自己株式   △48,250 △0.1 △185,787 △0.5 

 

株主資本合計   10,521,387 25.0 11,207,586 28.0 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 

  差額金 
  343,089 0.8 41,325 0.1 

２ 為替換算調整勘定   △5,437 △0.0 △30,183 △0.1 

     686,199 

 
 
 
  
 
 
 
 
 評価・換算差額等合計   337,651 0.8 11,141 0.0 

Ⅲ 少数株主持分   85,473 0.2 33,403 0.1 

    △326,509

     △52,070

純資産合計   10,944,511 26.0 11,252,131 28.1      307,619

負債純資産合計   42,125,256 100.0 39,995,232 100.0  △2,130,023
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 ② 連結損益計算書 

 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 対前年比

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 
 増減千円）

Ⅰ 営業収益   

１ 受取手数料  7,024,998 6,850,139  

２ 売買損益  640,030 1,439,086  

３ その他  146,375 7,811,404 100.0 110,741 8,399,966 100.0

 

   588,562

Ⅱ 営業費用   

１ 取引所関係費  305,463 399,438  

２ 人件費 ※１ 3,722,096 3,663,391  

３ 地代家賃  322,781 328,737  

４ 通信費  380,473 361,513  

５ 広告宣伝費  238,937 215,542  

６ 減価償却費  116,117 140,803  

７ 貸倒引当金繰入額  ― 83,884  

８ その他  1,349,601 6,435,471 82.4 1,543,139 6,736,451 80.2

 

 

 

 

  

 

  300,980

営業利益  1,375,933 17.6 1,663,515 19.8

Ⅲ 営業外収益   

１ 受取利息  36,003 58,685  

２ 受取配当金  63,676 12,997  

３ 為替差益  2,284 ―  

４ その他  30,730 132,694 1.7 31,914 103,597 1.2

Ⅳ 営業外費用   

１ 支払利息  27,234 32,996  

２ 貸倒引当金繰入額  175,139 ―  

３ 為替差損  ― 89,126  

４ 社債発行費  20,668 ―  

５ 権利金償却  3,179 4,390  

６ その他  812 227,034 2.9 5,788 132,300 1.5

   287,582

 

 

 

 △29,096

 

 

 

 △94,733

経常利益  1,281,593 16.4 1,634,812 19.5

Ⅴ 特別利益   

１ 商品取引責任準備金 

  戻入額 
 2,749 113,605  

２ 投資有価証券売却益  2,563 308,119  

３ 貸倒引当金戻入額  563 117,282  

４ 会員権売却益  ― 4,896  

５ 出資金清算益  25,439 ―  

６ 固定資産売却益 ※２ 79,306 103,653  

７ その他  ― 110,622 1.4 14,066 661,624 7.8

Ⅵ 特別損失   

１ 金融先物取引責任準備金 

繰入額 
 19 197  

２ 過年度役員退職慰労引当金  

  繰入額 
 ― 571,000  

３ 関係会社株式評価損 ※３ 10,079 ―  

４ 関係会社株式売却損 ※３ 1,842 ―  

５ 減損損失 ※４ 153,856 ―  

６ 関係会社出資金売却損 ※５ ― 23,911  

７ リース資産解約損  ― 18,146  

８ 固定資産除売却損 ※６ 130,834 58,443  

９ その他 ※７ 4,598 301,231 3.8 1,258 672,956 8.0

  353,219

 

 

 

 

 

 

 

 

  551,001

 

 

 

 

 

 

 

  371,725

税金等調整前当期純利益  1,090,984 14.0
1,623,479 

 
19.3

   

   532,495
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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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)
 増減（千円）

法人税、住民税及び 

事業税 
 407,677 728,047  

法人税等調整額  77,051 484,729 6.2 △14,273 713,773 8.5

少数株主利益  △940 △0.0 △33 △0.0

 

     229,044

         907

当期純利益  607,195 7.8 909,739 10.8      302,543
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③ 連結株主資本等変動計算書 
   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 
区分 

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) 1,722,000 1,104,579 7,317,202 △27,109 10,116,672

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △109,636  △109,636

 役員賞与(注)  △53,000  △53,000

 当期純利益  607,195  607,195

 新規連結に伴なう剰余金減少額  △18,704  △18,704

 自己株式の取得  △21,140 △21,140

 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) 

― ― 425,855 △21,140 404,714

平成19年３月31日残高(千円) 1,722,000 1,104,579 7,743,057 △48,250 10,521,387

 

評価・換算差額等 
区分 

その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 392,491 △19,263 373,227 79,117 10,569,017

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当(注)   △109,636

 役員賞与(注)   △53,000

 当期純利益   607,195

 新規連結に伴なう剰余金減少額   △18,704

 自己株式の取得   △21,140

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△49,401 13,825 △35,576 6,355 △29,220

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△49,401 13,825 △35,576 6,355 375,494

平成19年３月31日残高(千円) 343,089 △5,437 337,651 85,473 10,944,511

(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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   当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

 

株主資本 
区分 

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) 1,722,000 1,104,579 7,743,057 △48,250 10,521,387

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当(注)  △87,484  △87,484

 当期純利益  909,739  909,739

 連結除外に伴なう剰余金増加額  1,480  1,480

 自己株式の取得  △137,536 △137,536

 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) 

― ― 823,735 △137,536 686,199

平成20年３月31日残高(千円) 1,722,000 1,104,579 8,566,793 △185,787 11,207,586

 

評価・換算差額等 
区分 

その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 343,089 △5,437 337,651 85,473 10,944,511

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当(注)   △87,484

 当期純利益   909,739

 連結除外に伴なう剰余金増加額   1,480

 自己株式の取得   △137,536

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△301,763 △24,745 △326,509 △52,070 △378,579

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△301,763 △24,745 △326,509 △52,070 307,619

平成20年３月31日残高(千円) 41,325 △30,183 11,141 33,403 11,252,131

(注) 平成19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  連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  1,090,984 1,623,479 

減価償却費  116,117 140,803 

減損損失  153,856 ― 

固定資産除売却損  130,834 58,443 

固定資産売却益  △79,306 △103,653 

貸倒引当金の増減額(△は減少)  102,446 △359,304 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)  45,000 5,100 

退職給付引当金の増減額(△は減少)  23,717 25,356 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  ― 271,000 

受取利息及び受取配当金  △99,679 △71,683 

支払利息  27,234 32,996 

為替差損益  △2,284 23,531 

投資有価証券売却益  △2,563 △308,119 

関係会社株式評価損  10,079 ― 

関係会社株式売却損  1,842 ― 

委託者未収金の増減額(△は増加)  123,753 200,058 

差入保証金の増減額(△は増加)  7,335,422 △4,740,713 

金銭の信託の増減額(△は増加)  △3,570,000 5,950,000 

委託者先物取引差金(借方)の増減額 
(△は増加) 

 △355,217 113,630 

委託者先物取引差金(貸方)の増減額 
(△は減少) 

 △2,990,262 ― 

預り証拠金の増減額(△は減少)  △4,177,775 2,176,672 

預り取引保証金の増減額(△は減少)  3,443,301 △5,863,952 

金融先物取引保証金の増減額(△は減少)  269,016 1,714,838 

その他の売上債権の増減額(△は増加)  7,030 ― 

たな卸資産の増減額(△は増加)  57 41,944 

委託者未払金の増減額(△は減少)  68,115 △104,961 

その他の仕入債務の増減額(△は減少)  △460 ― 

その他  △1,121,310 1,683,769 

小計  549,951 2,509,236 

利息及び配当金の受取額  90,934 60,633 

利息の支払額  △27,154 △33,506 

法人税等の支払額  △1,519,780 △82,537 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △906,049 2,453,827 

    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金等の払戻による収入  141,000 136,778 

有価証券の取得による支出  ― △399,897 

有価証券の売却による収入  ― 210,349 

有形固定資産の取得による支出  △525,272 △96,244 

有形固定資産の売却による収入  91,862 174,484 

無形固定資産の取得による支出  △3,994 △6,597 

投資有価証券の取得による支出  △115 ― 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

投資有価証券の売却による収入  129,908 402,023 

貸付けによる支出  △13,698 △44,520 

貸付金の回収による収入  36,819 41,196 

その他  △66,372 △59,389 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △209,861 358,182 

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  2,000,000 2,400,000 

短期借入金の返済による支出  △2,400,010 △2,300,000 

長期借入れによる収入  130,000 ― 

長期借入金の返済による支出  ― △18,600 

社債の発行による収入  2,010,000 ― 

社債発行費の支出  △20,668 ― 

自己株式の取得による支出  △21,140 △127,280 

配当金の支払額  △109,636 △87,484 

少数株主への配当金の支払額  △3,000 △3,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,585,544 △136,364 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  40,197 △65,456 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  509,831 2,610,188 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,156,056 3,893,472 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 227,584 ― 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の 
  減少額 

 ― △39,402 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,893,472 6,464,258 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 ８社 

 主要な連結子会社の名称 

  YUTAKA SHOJI SINGAPORE PTE.LTD

  ユタカエステート㈱ 

  ユタカ・フューチャーズ㈱ 

  YF OPEN COMPANY Ⅰ LTD. 

  YF OPEN FUND Ⅰ 

  YF OPEN COMPANY Ⅱ LTD. 

  YF OPEN FUND Ⅱ 

  ㈱ブルベアファンドマネジメント

  YF OPEN COMPANY Ⅰ LTD.、YF OPEN 

COMPANY Ⅱ LTD.及び２社について

は、所有割合が増加しており、連結

の範囲に含めております。 

  ㈱ブルベアファンドマネジメント

は、新設に伴い当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。 

① 連結子会社の数 ４社 

 主要な連結子会社の名称 

  YUTAKA SHOJI SINGAPORE PTE.LTD.

  ユタカ・アセット・トレーディン

グ㈱ 

  ユタカエステート㈱ 

  ユタカ・フューチャーズ㈱ 

  ユタカ・アセット・トレーディン

グ㈱は、新設に伴い子会社となった

ため、当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。 

  ㈱ブルベアファンドマネジメント

は、株式譲渡により、子会社ではな

くなったため、連結の範囲から除外

しております。 

  YF OPEN COMPANY Ⅰ LTD. 及び１

社は、償還に伴い、連結の範囲に含

めることにより、当社の利害関係人

の判断を著しく誤らせる恐れが生じ

たため、連結の範囲から除外してお

ります。 

  YF OPEN COMPANY Ⅱ LTD.及び１社

は、償還により重要性がなくなった

ため、連結の範囲から除外しており

ます。 

 ② 主要な非連結子会社の名称 

  YUTAKA ASSET MANAGEMENT CAYMAN 

LTD. 

  YUTAKA GP LTD. 

  TSUBASA GP LTD. 

  YTV GP LTD. 

  その他３社 

  なお、㈱エムイヤーズインベスト

メントは、株式の譲渡により子会社

ではなくなっております。 

② 主要な非連結子会社の名称 

  YUTAKA ASSET MANAGEMENT CAYMAN 

LTD. 

  YF OPEN COMPANY Ⅰ LTD. 

  YF OPEN COMPANY Ⅱ LTD. 

  YUTAKA IDX COMPANY LTD.(GP) 

  YUTAKA GP LTD. 

  TSUBASA GP LTD. 

  YTV GP LTD. 

 ③ 非連結子会社について連結の範囲

から除いた理由 

YUTAKA ASSET MANAGEMENT CAYMAN 

LTD.、YUTAKA GP LTD.、TSUBASA GP 

LTD.、YTV GP LTD. 

及びその他３社はいずれも小規模で

あり、合計の総資産、営業収益、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)等に関して

全体としても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。 

③ 非連結子会社について連結の範囲

から除いた理由 

YF OPEN COMPANY Ⅰ LTD.、TSUBASA 

GP LTD.、YTV GP LTD.及びその他３

社は、連結の範囲に含めることによ

り、当社の利害関係人の判断を著し

く誤らせる恐れがあるため、連結の

範囲から除外しております。 

その他の非連結子会社であるYUTAKA 

ASSET MANAGEMENT CAYMAN LTD.、YF 

OPEN COMPANY Ⅱ LTD.、YUTAKA IDX 

COMPANY LTD.(GP)、YUTAKA GP LTD.、

及びその他３社はいずれも小規模で

あり、合計の総資産、営業収益、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)等に関して

全体としても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。 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

２．持分法の適用に関する事

項 

① 持分法適用の非連結子会社数 

               ―社

① 持分法適用の非連結子会社数 

               ―社

 ② 持分法適用の関連会社数  ―社 ② 持分法適用の関連会社数  ―社

 ③ 持分法を適用していない非連結子

会社 

 YUTAKA ASSET MANAGEMENT CAYMAN 

LTD.、YUTAKA GP LTD.、TSUBASA GP 

LTD.、YTV GP LTD.及びその他３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)等から見

て、持分法の対象から除いても連結

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 持分法を適用していない非連結子

会社 

 YF OPEN COMPANY Ⅰ LTD.、TSUBASA 

GP LTD.、YTV GP LTD.及びその他３

社は、持分法を適用することにより、

当社の利害関係人の判断を著しく誤

らせる恐れがあるため、持分法の適

用から除外しております。 

 その他の非連結子会社である

YUTAKA ASSET MANAGEMENT CAYMAN 

LTD.、YF OPEN COMPANY Ⅱ LTD.、

YUTAKA IDX COMPANY LTD.(GP) 、

YUTAKA GP LTD.、及びその他３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)等から見

て、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、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．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 ㈱ブルベアファンドマネジメントを

除くその他の連結子会社との決算日と

連結決算日は一致しております。 

 ㈱ブルベアファンドマネジメントの

決算日は、９月30日であります。連結

財務諸表作成に当たっては、連結決算

日現在で実施した仮決算に基づいて連

結上必要な調整を行っております。 

 連結子会社の事業年度末日と連結決

算日は一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

    ……償却原価法(定額法) 

   子会社株式 

    ……移動平均法による原価法

 

 

① 有価証券 

――――― 

 

   子会社株式 

    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) 

    時価のないもの 

    ……移動平均法による原価法

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    同左 

 

 

 

 

    時価のないもの 

    同左 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 ② 保管有価証券 

  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。 

  利付国債証券(長期７％未満) 

      額面金額の80％ 

  社債(上場銘柄) 

      額面金額の65％ 

  株券(一部上場銘柄) 

      時価の70％相当額 

  倉荷証券 

      時価の70％相当額 

② 保管有価証券 

  同左 

 ③ デリバティブ……時価法 ③ デリバティブ……同左 

 ④ 棚卸資産 

  商品……個別法による原価法 

 

④ 棚卸資産 

  同左 

 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

   建物(建物付属設備は除く。) 

       ……定額法 

   建物以外……定率法 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

   建物及び構築物……５年～47年

   器具及び備品………３年～20年

① 有形固定資産 

  同左 

 

 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

   建物及び構築物……５年～47年

   器具及び備品………４年～20年

 ② 無形固定資産 

  定額法 

  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)に基づく定額法 

② 無形固定資産 

  同左 

 ③ 長期前払費用 

  定額法 

③ 長期前払費用 

  同左 

 ④ その他の投資 

  定額法 

④     ――――― 

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

――――― 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

  期末債権の貸倒れによる損失に備

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、回収不能見込額を計上し

ております。 

① 貸倒引当金 

  同左 

 ② 賞与引当金 

  従業員への賞与の支給に備えるた

め、過去の支給実施額を勘案し、当

連結会計年度の負担すべき支給見込

額を計上しております。 

② 賞与引当金 

  同左 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 ③ 役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額を計上しておりま

す。 

  なお、当連結会計年度より、「役員

賞与に関する会計基準」(企業会計基

準第４号 平成17年11月29日)を適

用しております。 

(会計方針の変更を参照) 

③ 役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込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、

当連結会計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。 

  なお、会計基準変更時差異(944,150

千円)については、10年による按分額

を費用処理しております。また、数

理計算上の差異については、各連結

会計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

(５年)による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

  同左 

 ⑤     ――――― ⑤ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。 

 ⑥ 商品取引責任準備金 

  商品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

基づき同法施行規則に定める額を計

上しております。 

⑥ 商品取引責任準備金 

  同左 

 ⑦ 金融先物取引責任準備金 

  金融先物取引事故の損失に備える

ため、金融先物取引法第81条の規定

に基づき同法施行規則に定める額を

計上しております。 

⑦ 金融先物取引責任準備金 

  金融先物取引事故の損失に備える

ため、金融商品取引法第46条の５の

規定に基づき、同法施行令に定める

額を計上しております。 

 (5) 重要な営業収益の計上

基準 

受取手数料 

 イ 商品先物取引 

委託者の取引が約定したときに

計上しております。 

 ロ オプション取引 

委託者の取引が約定したときに

計上しております。 

 ハ 商品ファンド 

取引約定日に計上しておりま

す。 

 ニ    ――――― 

受取手数料 

 イ 商品先物取引 

同左 

 

 ロ オプション取引 

同左 

 

 ハ 商品ファンド 

同左 

 

 ニ 外国為替証拠金取引 

委託者の取引が約定したときに

計上しております。 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (6) 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。 

 同左 

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式を採用しております。

消費税等の会計処理 

 同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

 同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 該当事項はありません。  少額なのれん及び負ののれんは、発

生年度で一括償却しております。 

７．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、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能で、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっており

ます。 

 同左 
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会計方針の変更 
 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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。これによる損益に

与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

10,859,038千円であります。 

――――― 

――――― (有形固定資産の減価償却の方法) 

法人税法の改正〔(所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号)〕

に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産の減価償却の方法については、改

正後の法人税法に基づく方法に変更しております。この

変更による影響は軽微であります。 

――――― (役員退職慰労引当金) 

役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理し

ておりましたが、当連結会計年度より「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会

計士協会 平成19年４月13日 監査・保証実務委員会報

告第42号)を適用し、内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更し

ております。この変更により、過年度役員退職慰労引当

金繰入額571,000千円を特別損失に計上しております。こ

の結果、従来の方法によった場合と比べ、税金等調整前

当期純利益が271,000千円減少しております。 

(役員賞与に関する会計基準) 

役員賞与については、従来は利益処分により未処分利

益の減少として会計処理をしておりましたが、当連結会

計年度より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準

第４号 平成17年11月29日)に基づき、発生時に費用処理

しております。この結果、販売費及び一般管理費が45,000

千円増加し、営業利益、経常利益および税金等調整前当

期純利益がそれぞれ45,000千円減少しております。なお、

セグメント情報に与える影響額については、(セグメント

情報)［所在地セグメント情報］(注)５．(役員賞与に関

する会計基準)に記載しております。 

――――― 
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表示方法の変更 
 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

――――― ――――― 

 

 

 

 

 

 

追加情報 
 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

――――― (有形固定資産の減価償却の方法) 

当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

この変更による影響は軽微であります。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 

投資有価証券(株式) 470千円

出資金 187,862千円
 

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 

投資有価証券(株式) 709千円

出資金 236,346千円
 

※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。 

 イ 担保資産 

   (担保資産の内訳) 

建物 1,221,017千円

土地 2,086,794千円

投資有価証券 56,128千円

会員権 43,352千円

合計 3,407,293千円
 

※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。 

 イ 担保資産 

   (担保資産の内訳) 

建物 1,555,273千円

土地 2,051,765千円

合計 3,607,039千円

 
 

   (対応する債務の内訳) 

短期借入金 500,000千円

長期借入金 130,000千円

合計 630,000千円

   なお、上記以外に現金及び預金のうち798,110千円

については、差押えを受けております。 

   商品取引所法第179条第７項の規定に基づく銀行

等の保証による契約預託額1,000,000千円 

   (対応する債務の内訳) 

短期借入金 618,600千円

長期借入金 92,800千円

合計 711,400千円

 

 

   商品取引所法第179条第７項の規定に基づく銀行

等の保証による契約預託額1,000,000千円 

 ロ 預託資産 

   取引証拠金等の代用として㈱日本商品清算機構等

に預託している資産は、次のとおりであります。 

有価証券 10,105千円

保管有価証券 6,750,487千円

投資有価証券 899,416千円

合計 7,660,009千円
 

 ロ 預託資産 

   取引証拠金等の代用として、㈱日本商品清算機構

等に預託している資産は、次のとおりであります。

有価証券 44,114千円

保管有価証券 5,717,515千円

投資有価証券 330,072千円

合計 6,091,702千円
 

 ハ 分離保管資産 

   商品取引所法第210条の規定に基づき所定の金融

機関等に分離保管されている資産の内訳は、次のと

おりであります。 

預金 521,232千円

合計 521,232千円
 

 ハ 分離保管資産 

   商品取引所法第210条等の規定に基づき所定の金

融機関等に分離保管されている資産の内訳は、次の

とおりであります。 

預金 391,045千円

合計 391,045千円
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前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

   また、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は、980,000

千円であります。 

   なお、同法施行規則第210条に基づき、分離保管し

なければならない委託者資産保金対象財産の金額

は、571,675千円であります。 

   また、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は、980,000

千円であります。 

   なお、同法第210条に基づき、分離保管しなければ

ならない委託者資産保全対象財産の金額は、

428,344千円であります。 

※３        ――――― ※３ 委託者先物取引差金 

委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の

時価との差損益金の純額であって、商品取引所との

間で受払清算された金額であります。 

※４ 商品取引責任準備金 

商品取引責任準備金の積立は、商品取引所法第221

条の規定に基づくものであります。この積立額に相

当する額の現金を、当社の預金口座に積み立ててお

ります。 

※４ 商品取引責任準備金 

   同左 

※５ 金融先物取引責任準備金 

金融先物取引事故の損失に備えるため、金融先物

取引法第81条の規定に基づき、同法施行規則に定め

る額を計上しております。 

※５ 金融先物取引責任準備金 

金融先物取引事故の損失に備えるため、金融商品

取引法第46条の５の規定に基づき、同法施行令に定

める額を計上しております。 
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(連結損益計算書関係) 
 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 人件費の内訳 

役員報酬 201,624千円

役員賞与引当金繰入額 45,000千円

従業員給与 2,678,037千円

賞与引当金繰入額 156,071千円

退職金 21,985千円

退職給付費用 200,918千円

福利厚生費 418,459千円

合計 3,722,096千円
 

※１ 人件費の内訳 

役員報酬 195,108千円

役員賞与引当金繰入額 50,100千円

従業員給与 2,635,674千円

賞与引当金繰入額 199,716千円

退職金 26,851千円

退職給付費用 237,792千円

福利厚生費         318,149千円

合計 3,663,391千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

土地 79,306千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

土地 103,653千円
 

※３ ㈱エムイヤーズインベストメントに対するもので

あります。 

※３        ――――― 

※４ 減損損失の内訳は次のとおりであります。 

用途 場所 種類 
減損損失
(千円)

遊休 
資産 

東京都 
中央区 

所有権移転外ファイ
ナンス・リース取引に
より使用する器具及
び備品 

153,856

リース資産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・リース取引に係るリー
ス資産(通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処
理)の一部において、今後の使用見込みがないため、
当該リース資産の未経過リース料期末残高相当額
(現在価値)について、その相当額を減損処理しまし
た。 

※４        ――――― 

 (グルーピングの方法) 
資産のグルーピングは、主として「商品先物取引

関連事業」に該当する店舗及び本社で構成する「共
用資産」、「不動産管理その他の事業」による資産グ
ループ及び現時点で遊休の状況にある「遊休資産」
グループとに区分しております。 

平成19年３月期においては、全ての資産グループ
別に減損の認識を判定した結果、遊休資産の一部に
減損の兆候がありましたので減損損失を計上してお
ります。 

 

 

※５       ――――― 

 

 

※６ 固定資産除売却損の内訳 

建物及び構築物 129,541千円

器具及び備品 1,267千円

その他 25千円

合計 130,834千円
 

 

 ※５ YF OPEN COMPANY Ⅰ LTD.、YF OPEN COMPANY Ⅱ 

   LTD.及びその他1社に対するものであります。 

 

※６ 固定資産除売却損の内訳 

土地・建物 29,624千円

器具及び備品 3,881千円

電話加入権 23,280千円

その他 1,657千円

合計 58,443千円
 

※７ 特別損失その他の主な内訳 

加盟金解約損 3,083千円
 

※７ 特別損失その他の主な内訳 

    会員権売却損               1,002千円

         その他              255千円

    合計               1,258千円
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   (連結株主資本等変動計算書関係) 
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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 4,448,736 4,448,736 ― 8,897,472
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

      株式分割による増加  4,448,736株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 36,284 58,744 ― 95,028
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,860株 

 自己株式買付による増加     20,000株 

 株式分割に伴う増加       36,884株(連結子会社が保有する自己株式18,000株含む。) 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円）

2010年６月28日満期
円貨建転換社債型新
株予約権付社債 
(平成18年６月28日
発行) 

普通株式 ― 1,653,470 ― 1,653,470 1,606,333

豊商事㈱ 第１回無担保転換社
債型新株予約権付社
債（転換社債型新株
予約権付社債間限定
同順位特約付) 
(平成18年６月28日
発行) 

普通株式 ― 413,367 ― 413,367 401,583

合計 ― 2,066,837 ― 2,066,837 2,007,916

(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお

ります。 
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４ 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 109,636 25.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(注) 連結子会社が保有する自己株式に係る配当金を控除しております。なお、控除前の金額は、110,761千円

であります。 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも

の 

決議 株式の種類 配当の原資
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28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 88,024 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(注) 連結子会社が保有する自己株式に係る配当金を控除しております。なお、控除前の金額は、88,384千円

であります。 

 

当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 8,897,472 ― ― 8,897,472
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 95,028 224,100 ― 319,128
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加                             600株 

 自己株式買付による増加                              192,000株 

 連結子会社が保有する自己株式における出資比率の増加に対応した自己株式の持分の増加 31,500株 

   

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円）

2010年６月28日満期
円貨建転換社債型新
株予約権付社債 
(平成18年６月28日
発行) 

普通株式 1,653,470 484,827 ― 2,138,297 ―

豊商事㈱ 第１回無担保転換社
債型新株予約権付社
債(転換社債型新株
予約権付社債間限定
同順位特約付) 
(平成18年６月28日
発行) 

普通株式 413,367 121,207 ― 534,574 ―

合計 2,066,837 606,034 ― 2,672,871 ―

(注) １．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載して

おります。 

２．「目的となる株式の数(株)」の増加は、転換価額の価額修正(決定日平成19年７月17日)によるもので

あります。 
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４ 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)(注) 

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 87,484 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(注) 連結子会社が保有する自己株式に係る配当金を控除しております。なお、控除前の金額は、88,384千円

であります。 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも

の 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)(注)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 85,783 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(注) 連結子会社が保有する自己株式に係る配当金を控除しております。なお、控除前の金額は、86,458   

千円であります。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※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19年３月31日) 

現金及び預金勘定 4,348,613千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△69,467千円

商品取引責任準備預金 △385,672千円

現金及び現金同等物 3,893,472千円
 

※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20年３月31日) 

現金及び預金勘定 6,781,301千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△68,147千円

商品取引責任準備預金 △248,894千円

現金及び現金同等物 6,464,258千円
 

 ２ 重要な非資金取引の内容 

   該当事項はありません。 

 ２ 重要な非資金取引の内容 

   同左 
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(有価証券関係)  
 

前連結会計年度 

有 価 証 券 

１．その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日) 
 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

 

  ①株式 436,896 1,036,992 600,096

  ②債券  

    国債・地方債等 102,199 110,335 8,136

  ③その他 100,573 113,994 13,420

小計 639,669 1,261,321 621,652

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 

  ①株式 49,110 34,800 △14,310

  ②債券  

    国債・地方債等 ― ― ―

  ③その他 ― ― ―

小計 49,110 34,800 △14,310

合計 688,780 1,296,121 607,341

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

121,831 2,563 ― 

 

３．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日) 
 

その他有価証券 
連結貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式 76,200

計 76,200

 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

(平成19年３月31日) 
 

 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 

①債券 

  国債・地方債等 10,105 100,230 ―

②その他 ― 113,994 ―

合計 10,105 214,224 ―
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当連結会計年度 

有 価 証 券 

１．その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日) 
 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

 

  ①株式 81,255 274,081 192,825

  ②債券  

    国債・地方債等 92,255 100,260 8,005

  ③その他 100,573 115,577 15,003

小計 274,084 489,918 215,834

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 

  ①株式 315,130 184,284 △130,845

  ②債券  

    国債・地方債等 ― ― ―

  ③その他 203,422 185,586 △17,835

小計 518,552 369,871 △148,681

合計 792,637 859,790 67,153

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 
 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

402,023 308,119 ― 

 

３．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日) 
 

その他有価証券 
連結貸借対照表計上額

(千円) 

非上場株式 76,200

計 76,200

 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

(平成20年３月31日) 
 

 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 

①債券 

  国債・地方債等 100,260 90,004 ―

②その他 96,933 115,577    ―

合計 197,193 205,581 ―
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(デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(1) デリバティブ取引の概要 

  当社グループは、取引所取引に基づく商品市場並び

に金融先物市場において、健全な市場機能の維持と取

引の円滑な運営に資することを根幹として、商品先物

取引(指数取引を含む。)及び商品先物オプション取引

の商品関連に限定して、自己の計算において行う取引

(自己売買(ディーリング)業務)を執行しております。

  このディーリング業務は、取引所取引において、顧

客の委託売買取引(受託業務)に伴う市場流動性を確保

するためマーケット・メーカーとしての役割等からリ

スクテイクする場合、保有現物商品(上場商品)をヘッ

ジする場合、収益機会をもたらす場合等に関してデリ

バティブ取引を行っております。 

  なお、取引所取引以外の取引として、借入金利の市

場変動に関連する一般的なリスクを管理する目的並び

に資産運用目的等で金利スワップ取引等を利用してお

ります。 

(1) デリバティブ取引の概要 

  同左 

(2) 当該デリバティブ取引におけるリスクの概要 

  当該デリバティブ取引に伴って、当社グループの財

務状況に大きな影響を与えると考えられる主要な要因

として、市場リスク(マーケット・リスク)が挙げられ

ます。 

  原商品等の市場価格の変動に伴って、当該デリバテ

ィブ取引契約残高の価値(時価額)が増減する場合のそ

の価値の増減を、市場リスクと認識しております。 

  信用リスク(取引先リスク)については、取引所取引

に限定しているため、取引所取引では取引所を通して

日々決済が行われておりますので、当該リスクは殆ど

ないと認識しております。 

  なお、金利スワップ取引については、将来の市場金

利変動等によるリスクがありますが、信用リスクにつ

いては、信用度の高い金融機関を取引相手としており

ますので、当該リスクは殆どないと認識しております。

(2) 当該デリバティブ取引におけるリスクの概要 

  同左 

(3) リスク管理体制 

  当社グループは、ディーリング業務を遂行するうえ

で、経営の健全性を保持する観点からリスク管理が極

めて重要であると認識しております。 

  リスク管理の基本的姿勢は、当社グループの財務状

況に対応してリスクを効率的にコントロールすること

であります。当社は、ディーリング管理規程に基づき、

毎期初に定める経営方針及び年度予算と連携して年間

のディーリング計画を策定し、運営、管理しておりま

す。 

  リスク管理体制は、売買を執行する部署から独立し

たリスク管理部署が、日々、週次、月次のポジション・

リスク及び売買損益の状況をチェックする体制となっ

ており、その情報は、役員及び関連部署に毎日報告さ

れて、月次の定例取締役会に報告されております。 

(3) リスク管理体制 

  同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

前連結会計年度 

(1) 商品関連 
 

前連結会計年度(平成19年３月31日) 

区分 種類 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) 

 商品先物取引  

  売建 2,725,742 ― 2,738,425 △12,683

  買建 4,424,648 ― 4,483,095 58,447
市場取引 

  差引計 ― ― ― 45,764

 

(2) 金利関連 
 

前連結会計年度(平成19年３月31日) 

区分 種類 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) 

 金利スワップ取引  

  支払固定 受取変動 1,000,000 1,000,000 △17,370 △17,370
市場取引 
以外の 
取引   差引計 ― ― ― △17,370

(注) 時価の算定資料 
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 
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当連結会計年度 

(1) 商品関連 
 

当連結会計年度(平成20年３月31日) 

区分 種類 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) 

 商品先物取引  

  売建 1,961,690 ― 1,962,959 △1,268

  買建 700,397 ― 703,835 3,437
市場取引 

  差引計 ― ― ― 2,169

 

(2) 金利関連 

 
当連結会計年度(平成20年３月31日) 

区分 種類 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) 

 金利スワップ取引  

  支払固定 受取変動 700,000 400,000 △8,700 △8,700

  支払変動 受取変動 300,000 300,000 △6,865 △6,865

市場取引 
以外の 
取引 

  差引計 ― ― ― △15,565

  (注) 時価の算定資料 
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

 
 
 
 
（ 開示の省略 ) 

  リース取引、退職給付関係、税効果会計等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため開示を省略します。 
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 (セグメント情報) 

（事業の種類別セグメント情報） 

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) 

事業の種類として、「商品先物取引関連事業」及び「不動産管理その他の事業」に区分してお

りますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める「商品先物取引関連事業」の割合がいずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

事業の種類として、「商品先物取引関連事業」及び「不動産管理その他の事業」に区分してお

りますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める「商品先物取引関連事業」の割合がいずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

（所在地別セグメント情報） 

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) 

 

 
日本 
(千円) 

東南アジア
(千円) 

その他 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 営業収益及び営業損益   

営業収益   

(1) 外部顧客に 
対する営業収益 

7,746,582 67,453 △2,630 7,811,404 ― 7,811,404

(2) セグメント間の内部 
営業収益 

19,833 △749 △86 18,998 (18,998) ―

計 7,766,415 66,704 △2,717 7,830,402 (18,998) 7,811,404

営業費用 6,388,198 42,576 4,696 6,435,471 ― 6,435,471

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,378,217 24,127 △7,413 1,394,931 (18,998) 1,375,933

Ⅱ 資産 37,316,598 1,243,414 467,892 39,027,905 3,097,351 42,125,256

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．東南アジアに属する主な国又は地域は、シンガポールであります。 

３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,181,384千円

であり、その主なものは親会社での余資運用資産(現金及び預金、有価証券)及び長期投資資金(ゴル

フ会員権)であります。 

４．日本、東南アジア以外の国または地域は、セグメントに区分する重要性が低いため、「その他」とし

て計上しております。 

５．(役員賞与に関する会計基準) 

  「会計方針の変更(役員賞与に関する会計基準)」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準第４号 平成17年11月29日)に基づき、発生時に費用処理しておりま

す。なお、従来の方法によった場合に比べ、日本における営業費用及び営業利益は、それぞれ45,000

千円減少しております。 
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
  当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、 

所在別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 （海外売上高(営業収益)）     

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) 

当連結会計年度における海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記

載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度における海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記

載を省略しております。 

 

（関連当事者との取引） 

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) 

関連当事者との取引 

役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 前倉末次 ― ― 
当社常勤監
査役 

(被所有) 
直接0.40 

― ― 

有形固定資
産(土地)の
売却 
 売却代金 

13,500 ― ―

(注) １．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

  有形固定資産(土地)の売却価格は、市場の実勢価格により決定しております。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 多々良義成 ― ― 
当社 
 取締役 
 相談役 

(被所有) 
直接19.50

― ― 

有形固定資
産(土地)の
売却 
 売却代金 

163,653 ― ―

(注) １．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

  有形固定資産(土地)の売却価格は、市場の実勢価格により決定しております。 

 

 

(ストック･オプション等) (企業結合等) （重要な後発事象） 

  
      該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,233.64円 1,307.80円

１株当たり当期純利益金額 68.86円 104.92円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

58.46円 84.59円

 

(注) １．当社は、平成18年10月１日付をもって普通株式１株を２株に株式分割を行っております。平成19年３

月期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、株式分割が当期首に行わ

れたものとして計算しております。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 10,944,511 11,252,131

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円) 

85,473 33,403

(うち少数株主持分)(千円) (85,473) (33,403)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 10,859,038 11,218,727

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式の数(千株) 

8,802 8,578

 

３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとお

りであります。 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益(千円) 607,195 909,739

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 607,195 909,739

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,817 8,670

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額(千円) ― △1,482

普通株式増加数(千株) 1,568 2,066

(うち転換社債型新株予約権付社債 
(千株)) 

(1,568) (2,066)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

― ―
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                               営業収益の状況 

             

        １．受取手数料 

 

現物先物取引  

農産物市場 1,915,527 2,091,437 

砂糖市場 151,057 102,657 

水産物市場 ― ― 

貴金属市場 3,198,054 3,113,908 

アルミニウム市場 21,246 3,605 

ゴム市場 419,402 237,266 

石油市場 353,208 138,220 

ニッケル市場 1,628 470 

鉄スクラップ市場 85 ― 

小計 6,060,212 5,687,567 

現金決済取引  

農産物市場 7
 

― 

畜産物市場 343 5 

貴金属市場 ― 192,804 

石油市場 21,655 150,781 

小計 22,005 343,591 

指数先物取引  

農産物・飼料指数市場 540 ― 

天然ゴム指数市場 22,672 6,269 

小計 23,212 6,269 

オプション取引                                  

農産物市場 

砂糖市場 

農産物市場 

―

―

―

― 

― 

―  

小計 ― ― 

商品先物取引計 6,105,430 6,037,427 

商品投資販売業  

商品ファンド 72,410 25,583 

証券仲介業 4,401 2,042 

外国為替証拠金取引等 842,756 785,085 

合計 7,024,998 6,850,139 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 
 
 

        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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 
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    ２．売買損益 

現物先物取引  

農産物市場 161,532 290,558 

砂糖市場 342 △32,862 

水産物市場 77 ― 

貴金属市場 279,312 841,129 

アルミニウム市場 19,818 130 

ゴム市場 124,911 △27,628 

石油市場 △258,832 54,494 

ニッケル市場 4,665 16,691 

鉄スクラップ市場 233 ― 

小計 332,060 1,142,513 

   現金決済取引 

 農産物市場 

畜産物市場 

貴金属市場 

石油市場 

33
229
―

△13,983

 
― 
2 

6,759 
△115,415 

小計 △13,720 △108,653 

指数先物取引  

農産物・飼料指数市場 △5,316 4,759 

天然ゴム指数市場 76,621 △8,486 

小計 71,304 △3,726 

オプション取引 

農産物市場 

砂糖市場 

貴金属市場 

―

―

―

 

― 

― 

― 

小計 ― ― 

商品先物取引計 389,611 1,030,132 

商品売買損益 107,293 11,991 

外国為替証拠金取引等売買
損益 

143,125 396,962 

合計 640,030 1,439,086 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 
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             商品先物取引の売買高 

 

区分 委託(枚) 自己(枚) 合計(枚) 委託(枚) 自己(枚) 合計(枚)

農産物市場 1,574,269 408,808 1,983,077 2,232,943 335,444 2,571,387

砂糖市場 51,259 22,066 73,325 36,127 27,381 63,508

水産物市場 ― 659 659 － － ―

貴金属市場 977,565 555,756 1,533,321 1,170,129 540,987 1,711,116

アルミニウム市場 12,586 8,617 21,203 3,474 765 4,239

ゴム市場 573,482 172,037 745,519 417,752 96,661 514,413

石油市場 433,227 441,001 874,228 506,597 368,387 874,984

ニッケル市場 1,095 667 1,762 616 499 1,115

鉄スクラップ市場 114 1,862 1,976 － － ―

現物先物 
取引 

小計 3,623,597 1,611,473 5,235,070 4,367,638 1,368,714 5,736,352

農産物市場 11 5,592 5,603 － 1,410 1,410

畜産物市場 199 40 239 6 6 12

貴金属市場 ― ― ― 478,832 27,466 506,298

石油市場 45,714 59,458 105,172 47,420 47,632 95,052

現金決済 
取引 

小計 45,924 65,090 111,014 526,258 76,514 602,772

農産物・飼料指数市場 200 1,823 2,023 － 140 140

天然ゴム指数市場 22,323 9,372 31,695 7,830 7,292 15,122
指数先物 
取引 

小計 22,523 11,195 33,718 7,830 7,432 15,262

農産物市場 ― 1,852 1,852 － － ―

砂糖市場 ― ― ― － － ―

貴金属市場 ― ― ― － － ―

オプション 
取引 

小計 ― 1,852 1,852 － － ―

合計 3,692,044 1,689,610 5,381,654 4,901,726 1,452,660 6,354,386

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 
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２.【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
 対前年比

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％) 
増減（千円）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※1,3 3,547,660 6,177,549  

 ２ 委託者未収金  654,693 440,879  

 ３ 有価証券 ※１ 10,105 197,193  

 ４ 商品  50,974 9,030  

 ５ 前払費用  21,590 9,604  

 ６ 繰延税金資産  75,662 133,610  

 ７ 保管有価証券 ※１ 6,815,643 5,785,500  

 ８ 差入保証金  9,396,447 14,222,565  

 ９ 金銭の信託  10,460,000 4,510,000  

 10 委託者先物取引差金 ※２ 346,025 253,314  

 11 未収委託者差金  136,055 ―  

 12 未収収益  412,237 165,198  

 13 未収入金  726,825 161,471  

 14 未収法人税等  117,030 ―  

 15 その他  97,010 390,484  

 16 貸倒引当金  △23,600 △41,900  

 

  流動資産合計  32,844,360 79.3 32,414,503 80.8 

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産    

  １ 建物 ※１ 2,788,703 2,700,218   

    減価償却累計額  1,381,633 1,407,070 1,416,809 1,373,409  

  ２ 構築物  26,336 26,336   

    減価償却累計額  12,234 14,102 14,147 12,188  

  ３ 車両  15,930 23,607   

    減価償却累計額  11,171 4,758 5,711 17,896  

  ４ 器具及び備品  201,023 201,405   

    減価償却累計額  104,716 96,306 100,281 101,124  

  ５ 土地 ※１ 2,075,686 2,003,139  

 △429,856

  有形固定資産合計  3,597,924 8.7 3,507,757 8.8   △90,166
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
 対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％) 
 増減（千円）

 (2) 無形固定資産    

  １ ソフトウェア  10,280 9,334  

  ２ 電話加入権  32,032 7,669  

 

  無形固定資産合計  42,312 0.1 17,003 0.0 

 (3) 投資その他の資産    

  １ 投資有価証券 ※１ 1,362,216 735,839  

  ２ 関係会社株式  234,216 723,076  

  ３ 出資金  87,110 87,110  

  ４ 関係会社出資金  439,110 224,087  

  ５ 長期差入保証金  2,066,238 1,317,127  

  ６ 長期貸付金  
―

 

38,585 
 

  ７ 従業員に対する 

    長期貸付金 
 107,993 73,467  

  ８ 長期委託者未収金  1,104,936 986,417  

  ９ 長期前払費用  46,389 28,701  

  10 繰延税金資産  586,742 732,112  

  11 その他 ※１ 181,830 129,056  

  12 貸倒引当金  △1,272,042 △902,330  

    △25,308

  投資その他の資産合計  4,944,741 11.9 4,173,252 10.4   △771,488

  固定資産合計  8,584,978 20.7 7,698,014 19.2   △886,963

  

  

△1,316,820    資産合計  41,429,338 100.0 40,112,518 

 

100.0 
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
 対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％) 
 増減（千円）

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 短期借入金 ※１ 500,000 600,000  

 ２ 未払金  208,654 303,933  

 ３ 未払費用  130,550 124,162  

 ４ 未払法人税等  7,773 529,321  

 ５ 未払消費税等  ― 21,984  

 ６ 前受金  3,369 35,433  

 ７ 預り金  20,673 32,539  

 ８ 前受収益  ― 3,362  

 ９ 賞与引当金  154,000 198,500  

 10 役員賞与引当金  45,000 50,100  

 11 預り証拠金 ※5 9,193,904 11,857,678  

 12 預り証拠金 

   代用有価証券 
 6,815,643 5,785,500  

 13 預り取引保証金  10,287,779 4,422,581  

 14 金融先物取引保証金  269,016 1,983,855  

 15 未払委託者差金  220 100,977  

 16 その他  14,316 30,239  

 

  流動負債合計  27,650,903 66.8 26,080,170 65.0 

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  2,007,916 2,005,416  

 ２ 退職給付引当金  381,702 406,994  

  ３  役員退職慰労引当金  ― 271,000  

 ４ 長期未払金  135,023 ―  

 ５ その他  220,574 64,989  

 △1,570,732

  固定負債合計  2,745,217 6.6 2,748,400 6.8 

Ⅲ 特別法上の準備金    

 １ 商品取引責任準備金 ※３ 382,923 269,317  

 ２ 金融先物取引責任準 

      備金 
※4 19 216  

    3,182

  特別法上の準備金合計  382,942 0.9 269,534 0.7   △113,408

  負債合計  30,779,063 74.3 29,098,105 72.5  △1,680,958
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
  対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％) 
 増減（千円）

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

(1) 資本金  1,722,000 4.2 1,722,000 4.3 

(2) 資本剰余金    

 資本準備金  1,104,480 1,104,480   

 

 

    ― 

資本剰余金合計  1,104,480 2.6 1,104,480 2.8 

(3) 利益剰余金    

１ 利益準備金  430,500 430,500   

２ その他利益剰余金    

配当平均積立金  200,000 200,000   

別途積立金  5,600,000 6,100,000   

繰越利益剰余金  1,307,472 1,580,885   

    ― 

利益剰余金合計  7,537,972 18.2 8,311,385 20.7 

(4) 自己株式  △36,528 △0.1 △163,808 △0.4 

     773,412

   △127,280

株主資本合計  10,327,924 24.9 10,974,057 27.4 

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価 

 差額金 
 322,349 0.8 40,355 0.1 

     646,132

評価・換算差額等合

計 
     322,349 0.8 40,355 0.1 

   

△281,994

純資産合計  10,650,274 25.7 11,014,413 27.5      364,138

負債純資産合計  41,429,338 100.0 40,112,518 100.0  △1,316,820
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② 【損益計算書】 

 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％) 
 増減(千円)

Ⅰ 営業収益    

 １ 受取手数料 ※１ 6,982,789 6,844,809   

 ２ 売買損益 ※２ 614,353 1,337,754   

 ３ その他の営業収益  75,151 7,672,293 100.0 63,418 8,245,983 100.0 

 

 

 

     573,689

Ⅱ 営業費用    

 １ 取引所関係費 ※３ 304,506 399,436   

 ２ 人件費 ※４ 3,599,181 3,566,163   

 ３ 地代家賃  371,592 377,022   

 ４ 通信費  372,685 353,640   

 ５ 広告宣伝費  238,870 213,191   

 ６ 電算機費  400,760 440,354   

 ７ 減価償却費  95,106 121,325   

 ８ 貸倒引当金繰入額  ― 84,059   

 ９ その他  920,910 6,303,614 82.2 1,088,019 6,643,214 80.6 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     339,599

  営業利益  1,368,679 17.8 1,602,769 19.4 

Ⅲ 営業外収益    

 １ 受取利息  30,425 49,497   

 ２ 有価証券利息  1,190 7,189   

 ３ 受取配当金  65,676 14,997   

 ４ 出向者負担金受入額 ※５ 9,900 36,945   

 ５ 為替差益  7,877 ―   

 ６ その他  28,721 143,790 1.9 36,060 144,690 1.8 

   234,089

 

 

 

 

 

 

 

 

         899

Ⅳ 営業外費用    

 １ 支払利息  26,192 29,803   

 ２ 貸倒引当金繰入額  175,139 ―   

 ３ 社債発行費  20,668 ―   

 ４ 為替差損  ― 73,919   

 ５ 権利金償却  3,179 4,390   

 ６ その他  773 225,954 2.9 792 108,905 1.3 

 

 

 

 

 

 

   △117,048

    経常利益   1,286,515 16.8    1,638,553 

 

19.9 

 

     382,107
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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) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

  対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％) 
 増減(千円)

Ⅴ 特別利益    

 １ 商品取引責任準備金 

   戻入額 
 2,749 113,605   

 ２ 投資有価証券売却益  2,563 308,119   

 ３ 会員権売却益  ― 4,896   

 ４ 出資金清算益  25,439 ―   

  ５ 貸倒引当金戻入額  ― 117,282   

 ６ 固定資産売却益 ※６ 79,306 110,059 1.4 103,653 647,557 7.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     537,498

Ⅵ 特別損失    

 １ 金融先物取引責任準 

   備金繰入額 
 19 197   

 ２ 関係会社株式評価損 ※７ 24,781 ―   

 ３ 関係会社株式売却損 ※７ 1,842 ―   

 ４ 減損損失 ※８ 153,856 ―   

 ５ 関係会社出資金売却 

   損 
※９ ― 66,691   

  ６ 過年度役員退職慰労 

   引当金繰入額 
 ― 571,000   

 ７ リース資産解約損  ― 18,146   

 ８ 固定資産除売却損 ※10 125,464 58,420   

 ９ その他 ※11 4,598 310,564 4.0 1,012 715,468 8.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   税引前当期純利益  1,086,010 14.2 1,570,642 19.0 

   法人税、住民税及び 

   事業税 
 404,400 718,700   

   法人税等調整額  70,426 474,826 6.2 △9,854 708,845 8.5 

    404,904

  

     234,018

   当期純利益  611,183 8.0 861,797 10.5      250,613
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
区分 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

利益準備金
配当平均 
積立金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 1,722,000 1,104,480 1,104,480 430,500 200,000 5,000,000 1,460,050

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当(注)    △110,761

 役員賞与(注)    △53,000

 別途積立金の積立(注)   600,000 △600,000

 当期純利益    611,183

 自己株式の取得    

 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) ― ― ― ― ― 600,000 △152,577

平成19年３月31日残高(千円) 1,722,000 1,104,480 1,104,480 430,500 200,000 5,600,000 1,307,472

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 区分 

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 7,090,550 △15,387 9,901,642 394,014 394,014 10,295,657

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当(注) △110,761 △110,761  △110,761

 役員賞与(注) △53,000 △53,000  △53,000

 別途積立金の積立(注) ― ―  ―

 当期純利益 611,183 611,183  611,183

 自己株式の取得 △21,140 △21,140  △21,140

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△71,664 △71,664 △71,664

事業年度中の変動額合計(千円) 447,422 △21,140 426,282 △71,664 △71,664 354,617

平成19年３月31日残高(千円) 7,537,972 △36,528 10,327,924 322,349 322,349 10,650,274

(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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当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
区分 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

利益準備金
配当平均 
積立金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日残高(千円) 1,722,000 1,104,480 1,104,480 430,500 200,000 5,600,000 1,307,472

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当(注)    △88,384

 別途積立金の積立(注)   500,000 △500,000

 当期純利益    861,797

 自己株式の取得    

 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) ― ― ― ― ― 500,000 273,412

平成20年３月31日残高(千円) 1,722,000 1,104,480 1,104,480 430,500 200,000 6,100,000 1,580,885

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 区分 

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 7,537,972 △36,528 10,327,924 322,349 322,349 10,650,274

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当(注) △88,384 △88,384  △88,384

 別途積立金の積立(注) ― ―  ―

 当期純利益 861,797 861,797  861,797

 自己株式の取得 △127,280 △127,280  △127,280

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△281,994 △281,994 △281,994

事業年度中の変動額合計(千円) 773,412 △127,280 646,132 △281,994 △281,994 364,138

平成20年３月31日残高(千円) 8,311,385 △163,808 10,974,057 40,355 40,355 11,014,413

(注) 平成19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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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

   ……移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

  同左 

 (2) その他有価証券 
   時価のあるもの 

   ……決算期末日の市場価格等に

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) 
   時価のないもの 

   ……移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 
   時価のあるもの 

   同左 

 
 

 

 
   時価のないもの 

   同左 

 (3) 保管有価証券 
   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。 

  利付国債証券(長期７％未満) 
      額面金額の80％ 

  社債(上場銘柄) 

      額面金額の65％ 
  株券(一部上場銘柄) 

      時価の70％相当額 

  倉荷証券 
      時価の70％相当額 

(3) 保管有価証券 

   同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 ……時価法 

デリバティブ 

 同左 
３．棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

商品 

 個別法による原価法 

商品 

 同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 
  建物(建物付属設備は除く。) 

             …定額法

  建物以外……………………定率法
  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物及び構築物…５年～47年 
  器具及び備品……３年～20年 

(1) 有形固定資産 
  同左 

 

 
  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物及び構築物…５年～47年 
  器具及び備品……４年～20年 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 
  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)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

  同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 長期前払費用 

  同左 

 (4) その他の投資 
  定額法 

(4)     ――――― 

５．繰延資産の処理方法 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

――――― 

６．引当金及び特別法上の準

備金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  期末債権の貸倒れによる損失に備
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、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (2) 賞与引当金 

  従業員への賞与の支給に備えるた

め、過去の支給実施額を勘案し、当

期の負担すべき支給見込額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

  同左 

 (3) 役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額を計上しておりま

す。なお、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

第４号 平成17年11月29日)を適用

しております。(会計方針の変更を参

照) 

(3) 役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込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。 

  なお、会計基準変更時差異(944,150

千円)については、10年による按分額

を費用処理しております。また、数

理計算上の差異については、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(５

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。 

(4) 退職給付引当金 

  同左 

 (5)     ――――― (5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく当事業年度末要

支給額を計上しております。 

 (6) 商品取引責任準備金 

  商品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

基づき同法施行規則に定める額を計

上しております。 

(6) 商品取引責任準備金 

  同左 

 (7) 金融先物取引責任準備金 

  金融先物取引事故の損失に備える

ため、金融先物取引法第81条の規定

に基づき同法施行規則に定める額を

計上しております。 

(7) 金融先物取引責任準備金 

  金融先物取引事故の損失に備える

ため、金融商品取引法第46条の５の

規定に基づき、同法施行令に定める

額を計上しております。 

７．営業収益の計上基準 受取手数料 

 イ 商品先物取引 

委託者の取引が約定したときに

計上しております。 

 ロ オプション取引 

委託者の取引が約定したときに

計上しております。 

 ハ 商品ファンド 

取引約定日に計上しておりま

す。 

 ニ    ――――― 

受取手数料 

 イ 商品先物取引 

同左 

 

 ロ オプション取引 

同左 

 

 ハ 商品ファンド 

同左 

 

 ニ 外国為替証拠金取引 

   委託者の取引が約定したときに

計上しております。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

８．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 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式を採用しております。

消費税等の会計処理 

  同左 

 

会計方針の変更 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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。これによる損益に与え

る影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

10,650,274千円であります。 

――――― 

――――― (有形固定資産の減価償却の方法) 

法人税法の改正〔(所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号)〕

に伴い、当事業年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産の減価償却の方法については、改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更

による影響は軽微であります。 

――――― (役員退職慰労引当金) 

役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理し

ておりましたが、当事業年度より「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職

慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士

協会 平成19年４月13日 監査・保証実務委員会報告第

42号)を適用し、内規に基づく当事業年度末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上する方法に変更しておりま

す。この変更により、過年度役員退職慰労引当金繰入額

571,000千円を特別損失に計上しております。この結果、

従来の方法によった場合と比べ、税引前当期純利益が

271,000千円減少しております。 

(役員賞与に関する会計基準) 

役員賞与については、従来は利益処分により未処分利

益の減少として会計処理をしておりましたが、当事業年

度より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第４

号 平成17年11月29日)に基づき、発生時に費用処理して

おります。この結果、販売費及び一般管理費が45,000千

円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益

がそれぞれ45,000千円減少しております。 

――――― 
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表示方法の変更 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(貸借対照表) 

 (未収入金) 

前期において、貸借対照表資産の部、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、

総資産の100分の１を超えることとなったため、区分掲

記しております。 

なお、前期末の未収入金は61,890千円であります。

――――― 

(損益計算書) 

 (電算機費) 

従来、損益計算書の営業費用(販売費及び一般管理

費)の「その他」に含めて表示しておりました「電算機

費」は、営業費用(販売費及び一般管理費)の合計額の

100分の５を超えることとなったこと及び科目の重要

性が増したため、区分掲記しております。 

なお、前期末の電算機費は285,391千円であります。

――――― 

 

追加情報 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

――――― (有形固定資産の減価償却の方法) 

当事業年度より、平成19年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法によっております。 

この変更による影響は軽微であります。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

※１ 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。 

 イ 担保資産の内訳 

建物 786,081千円

土地 1,867,609千円

投資有価証券 56,128千円

会員権 43,352千円

合計 2,753,172千円
 

※１ 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。 

 イ 担保資産の内訳 

建物 1,095,786千円

土地 1,832,580千円

合計 2,928,366千円
 

   対応する債務の内訳 

短期借入金 500,000千円

合計 500,000千円
 

   対応する債務の内訳 

短期借入金 600,000千円

合計 600,000千円
 

   なお、上記以外に現金及び預金のうち798,110千円

については、差押えを受けております。 

   商品取引所法第179条第７項の規定に基づく銀行

等の保証による契約預託額1,000,000千円 

 

 

   商品取引所法第179条第７項の規定に基づく銀行

等の保証による契約預託額1,000,000千円 

 ロ 預託資産 

   取引証拠金等の代用として㈱日本商品清算機構等

に預託している資産は、次のとおりです。 

有価証券 10,105千円

保管有価証券 6,750,487千円

投資有価証券 899,416千円

合計 7,660,009千円
 

 ロ 預託資産 

   取引証拠金等の代用として、㈱日本商品清算機構

等に預託している資産は、次のとおりであります。

有価証券 44,114千円

保管有価証券 5,717,515千円

投資有価証券 330,072千円

合計 6,091,702千円
 

 ハ 分離保管資産 

   商品取引所法第210条の規定に基づき所定の金融

機関に分離保管されている資産については、該当事

項はありません。 

 ハ 分離保管資産 

   商品取引所法第210条の規定に基づき所定の金融

機関に分離保管されている資産については、該当事

項はありません。 

   また、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は、980,000

千円であります。 

   なお、同法第210条に基づき、分離保管しなければ

ならない委託者資産保全対象財産の金額は、50,442

千円であります。 

   また、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は、980,000

千円であります。 

   なお、同法第210条に基づき、分離保管しなければ

ならない委託者資産保全対象財産の金額は、

37,299千円であります。 

 



                                                                     豊商事(株)（8747）  平成 20 年 3 月期決算短信 

- 58 - 

 
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

※２ 委託者先物取引差金 

委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の

時価との差損益金の純額であって、商品取引所との

間で受払清算された金額であります。 

※２ 委託者先物取引差金 

   同左 

※３ 商品取引責任準備金 

商品取引責任準備金の積立は、商品取引所法第221

条の規定に基づくものであります。 

この積立額に相当する額の現金を当社の預金口座

に積み立てております。 

※３ 商品取引責任準備金 

   同左 

※４ 金融先物取引責任準備金 

金融先物取引事故の損失に備えるため、金融先物

取引法第81条の規定に基づき、同法施行規則に定め

る額を計上しております。 

※４ 金融先物取引責任準備金 

金融先物取引事故の損失に備えるため、金融商品

取引法第46条の５の規定に基づき、同法施行令に定

める額を計上しております。 

※５ 区分掲記された科目以外に含まれている関係会社

に対する主なものは、次のとおりであります。 

預り証拠金 1,387,046千円
 

※５ 区分掲記された科目以外に含まれている関係会社

に対する主なものは、次のとおりであります。 

預り証拠金 1,570,457千円

差入保証金 410,000千円
 

 ６ 下記の会社が商品取引所等へ保証預託として差入

れている金融機関よりの信用状に対して、保証を行

っております。 

YUTAKA SHOJI SINGAPORE PTE. LTD.

  2,006千シンガポール・ドル 156,277千円

計 156,277千円
 

 ６ 下記の会社が商品取引所等へ保証預託として差入

れている金融機関よりの信用状に対して、保証を行

っております。 

YUTAKA SHOJI SINGAPORE PTE. LTD. 

  3,006千シンガポール・ドル 218,270千円

計 218,270千円
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 受取手数料の内訳 

商品先物取引 6,062,700千円

商品ファンド 72,410千円

証券仲介料 4,401千円

外国為替証拠金取引他 843,276千円

合計 6,982,789千円
 

※１ 受取手数料の内訳 

商品先物取引 6,032,611千円

商品ファンド 5,983千円

証券仲介料 2,042千円

外国為替証拠金取引他 804,171千円

合計 6,844,809千円
 

※２ 売買損益の内訳 

商品先物取引損益 474,041千円

商品売買損益 21,343千円

その他 118,967千円

合計 614,353千円
 

※２ 売買損益の内訳 

商品先物取引損益 945,348千円

商品売買損益 14,244千円

その他 378,161千円

合計 1,337,754千円
 

※３ 取引所関係費の内訳 

取引所会費 249,755千円

その他取引所等関係費 54,751千円

合計 304,506千円
 

※３ 取引所関係費の内訳 

取引所会費 304,087千円

その他取引所等関係費 95,349千円

合計 399,436千円
 

※４ 人件費の内訳 

役員報酬 172,373千円

従業員給与 2,612,282千円

賞与引当金繰入額 154,000千円

役員賞与引当金繰入額 45,000千円

退職金 5,193千円

退職給付費用 199,390千円

福利厚生費 410,943千円

合計 3,599,181千円
 

※４ 人件費の内訳 

役員報酬 185,280千円

従業員給与 2,562,326千円

賞与引当金繰入額 198,500千円

役員賞与引当金繰入額 50,100千円

退職金 21,235千円

退職給付費用 236,514千円

福利厚生費 312,206千円

合計 3,566,163千円
 

※５ 関係会社との取引によるものであります。 ※５ 関係会社との取引によるものであります。 

※６ 固定資産売却益の内訳 

土地 79,306千円
 

※６ 固定資産売却益の内訳 

土地 103,653千円
 

※７ ㈱エムイヤーズインベストメントに対するもので

あります。 

※７        ――――― 

※８ 減損損失の内訳は次のとおりであります。 

用途 場所 種類 
減損損失
(千円)

遊休 
資産 

東京都 
中央区 

所有権移転外ファイ
ナンス・リース取引に
より使用する器具及
び備品 

153,856

   リース資産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・リース取引に係るリー
ス資産(通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処
理)の一部において、今後の使用見込みがないため、
当該リース資産の未経過リース料期末残高相当額
(現在価値)について、その相当額を減損処理しまし
た。 

※８        ――――― 
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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) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(グルーピングの方法) 

資産のグルーピングは、主として「商品先物取引」

に該当する店舗及び本社で構成する「共用資産」、「不

動産管理」による資産グループ及び現時点で遊休の

状況にある「遊休資産」グループとに区分しており

ます。 

平成19年３月期においては、全ての資産グループ

別に減損の認識を判定した結果、遊休資産の一部に

減損の兆候がありましたので減損損失を計上してお

ります。 

 

※９        ――――― 

 

 

※10 固定資産除売却損の内訳 

建物 124,195千円

器具及び備品 1,244千円

その他 25千円

合計 125,464千円
 

 ※９ YF OPEN COMPANY Ⅰ LTD.、YF OPEN COMPANY Ⅱ 

   LTD.及びその他1社に対するものであります。  

 

※10 固定資産除売却損の内訳 

土地・建物 29,624千円

器具及び備品 3,858千円

電話加入権 23,280千円

その他 1,657千円

合計 58,420千円
 

※11 特別損失その他の主な内訳 

加盟金解約損 3,083千円
 

※11 特別損失その他の主な内訳 

会員権売却損 1,002千円

その他             10千円

計 1,012千円
 

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 18,284 40,744 ― 59,028
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  1,860株 

   自己株式買付けによる増加     20,000株 

   株式分割に伴う増加        18,884株 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 59,028 192,600 ― 251,628
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   600株 

   自己株式買付けによる増加    192,000株 
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（ 開示の省略 ) 

  リース取引、税効果会計等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略します。 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)及び当事業年度(自平成19年４月１日 

至平成20年３月31日)における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) 
 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,204.99円 1,273.95円

１株当たり当期純利益金額 69.03円 98.62円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

58.64円 79.62円

(注) １．当社は、平成18年10月１日付をもって普通株式１株を２株に株式分割を行っております。平成19年３

月期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、株式分割が当期首に行わ

れたものとして計算しております。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 10,650,274 11,014,413

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円) 

― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 10,650,274 11,014,413

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式の数(千株) 

8,838 8,645

 

３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとお

りであります。 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益(千円) 611,183 861,797

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 611,183 861,797

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,853 8,738

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額(千円) ― △1,482

普通株式増加数(千株) 1,568 2,066

(うち転換社債型新株予約権付社債 
(千株)) 

(1,568) (2,066)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

― ―
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（その他） 

役員の異動につきましては、開示内容が定まり次第、別途ご報告いたします。 

 


