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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,296 ― △157 ― △113 ― △66 ―

20年3月期第1四半期 1,537 △49.1 △55 ― 0 △99.9 85 △86.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △7.73 ―

20年3月期第1四半期 9.74 7.89

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

21年3月期第1四半期 43,356 11,195 25.8 1,304.55
20年3月期 39,995 11,252 28.0 1,307.80

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,164百万円 20年3月期  11,218百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

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。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

当社及び当社グループ（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。そ
れに代えて、四半期及び通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速報値の開示を実施いたしてまいります。  

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載さ
れるもの） 

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当社の事業の特性上、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、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。それに代えて、四半期及び通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速報値の開示を実施いたしてまいります。ま
た、配当予想につきましても期末において開示が可能となった時点で速やかに開示してまいります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  8,897,472株 20年3月期  8,897,472株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  339,112株 20年3月期  319,128株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  8,571,027株 20年3月期第1四半期  8,800,796株



豊商事(株) （8747）  平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信 

【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 1四半期の我が国経済は、原油や穀物など原材料価格高と米国の経済減速の影響で足踏み状態にあると言えましょ

う。 

商品相場は、ニューヨーク原油が史上 高値を更新する動きを続けたため、国内の原油、ガソリン、灯油も右肩上がり

の展開となりました。原油については供給増が望みにくい構造になっているのに対し、新興国の購買力増大が相場を押し

上げる要因になりました。また、米国市場において商品ファンドの買いが増加したことも相場上昇の原動力となりました。

ただ、商いの方は値動きの激しさのため近寄り難い面があり低調でした。金はニューヨーク相場がドルの動きに左右され

て上下に揺れる展開となりましたが、後半には原油相場高騰に追随する動きとなり上昇しました。標準取引の商いはやや

低調でしたが、注目すべきは昨年７月に取引が開始されたミニ取引の商いが急増し、取組高が倍増した点です。ミニ取引

は商品先物取引の初心者に向いており、史上参加者の増大につながることが期待されます。ゴムは主産地タイの原料供給

薄という基本的なファンダメンタルズの強さが相場に反映されて上伸しました。そのため商いも活発となり、取組高も増

加しました。穀物は米国中西部の主産地が洪水に見舞われるなど供給懸念が増大したため、トウモロコシ、大豆ともシカ

ゴ相場上伸の後を追いかける形になりました。ただ、トウモロコシの商いは弾んだのですが、大豆の商いはやや盛り上が

りを欠く状況でした。 

   このような環境のもとで、当社グループにおける当第 1四半期連結会計期間の売買高は 1,127 千枚となり、受取手数料

は 1,115 百万円、売買損益は 157 百万円の利益となりました。 

    以上の結果、当第 1四半期連結会計期間の営業収益は 1,296 百万円、経常損益は 113 百万円の損失、四半期純損益は 66

百万円の損失となりました。 

   また、商品先物取引関連事業及び不動産管理業等の業績は、次のとおりであります。 

なお、後記 「 5. 四半期連結財務諸表 (5) セグメント情報 」に掲記したとおり事業の種類別セグメント情報を記載し

ておりませんので、事業部門等に基づいて記載しております。 

 ・商品先物取引関連事業 

当事業において商品先物取引等では、受取手数料は 1,115 百万円、売買損益は 157 百万円の利益となりました。この結

果、当事業での営業収益は 1,284 百万円、営業損益は 158 百万円の損失となりました。 

 ・不動産管理業等 

  当事業において、営業収益は 12 百万円、営業利益は 0百万円となりました。 

   

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

当第 1 四半期連結会計期間末の資産総額は 43,356 百万円、負債総額は 32,160 百万円、純資産は 11,195 百万円となっ

ております。当第 1四半期連結会計期間末の資産総額 43,356 百万円は前連結会計年度末 39,995 百万円に比べて 3,360 百

万円増加しておりますが、この内訳は流動資産が 3,308 百万円、固定資産が 52 百万円それぞれ増加し、主に「金銭の信

託」1,200 百万円、「保管有価証券」980 百万円それぞれ増加しております。 

負債総額 32,160 百万円は、前連結会計年度末 28,743 百万円に比べて 3,417 百万円増加しておりますが、この内訳は、

流動負債が 3,400 百万円、固定負債が 17 百万円それぞれ増加し、主に｢預り証拠金」1,202 百万円、「預り証拠金代用有価

証券」980 百万円、「預り取引保証金」1,081 百万円それぞれ増加しております。 

  当第1四半期連結会計期間末の純資産11,195百万円は前連結会計年度末11,252百万円に比べて56百万円減少しており

ますが、この内訳は株主資本 162 百万円の減少、評価・換算差額等 108 百万円の増加、少数株主持分 2百万円の減少とな

っております。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第 1 四半期連結会計期間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、預り証拠金や預り

取引保証金等の増加等による収入があったものの、金銭の信託等の増加等よる支出が増加した結果、前連結会計年度末に

比べて 787 百万円の減少となり、当第 1 四半期連結会計期間末は、5,676 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第 1四半期連結会計期間における営業活動による資金の使用は、672 百万円となりました。これは、金銭の信託等に

よる支出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） 

   当第 1 四半期連結会計期間における投資活動による資金の使用は、155 百万円となりました。これは、有価証券等の

取得による支出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） 

当第 1 四半期連結会計期間における財務活動による資金の使用は、1 百万円となりました。これは、短期借入れによ

る収入があったものの配当金等による支出によるものであります。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

当社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、業績予想を適性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判断の形成に有用とはいえないと

判断されるため、業績の開示を控えさせて頂いております。それに代えて、四半期及び通期の業績速報値を、決算数値が

確定したと考えられる時点で速報値の開示を実施いたしてまいります。 

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) 

    該当事項はありません。 

（2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

   ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第 1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変動がないと認められる

ため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 固定資産の減価償却の算定方法 

     定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率の見積

りに関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに限定しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

      四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 税金費用の計算 

       税金費用に関しては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

       なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

  （会計基準等の改正に伴なう変更） 

① 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第 1四半期

連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年 7 月 5日 企業会計基準第 9

号）が適用されたことに伴い、個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しておりま

す。 

これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

② 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成 18 年 5 月

17 日 実務対応報告第 18 号）を当第 1四半期連結会計期間から適用しております。  

         これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 5 年 6 月 17 日 終改正平成 19 年 3 月 30 日 企業会

計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 6 年 1 月 18 日 終

改正平成 19 年 3 月 30 日 企業会計基準適用指針第 16 号）を当第 1 四半期連結会計期間から早期に適用し、所有

権移転外ファイナンス・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から通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

ております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

        これに伴うリース資産計上額、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微でありま

す。 
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5. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度末に係る

当第１四半期連結会計期間末   要約連結貸借対照表

(平成20年6月30日) (平成20年3月31日)
資産の部

流動資産
現金及び預金 6,015,727 6,781,301
受取手形及び売掛金 6,296 －
委託者未収金 709,275 514,416
有価証券 310,004 199,178
商品 45,733 9,030
保管有価証券 6,765,960 5,785,500
差入保証金 14,398,677 14,071,939
金銭の信託 5,710,000 4,510,000
その他 2,000,215 790,809
貸倒引当金 △32,775 △41,725
流動資産合計 35,929,116 32,620,451

固定資産
有形固定資産 4,212,177 4,205,545
無形固定資産 18,909 17,407
投資その他の資産
その他 4,136,123 4,054,169
貸倒引当金 △940,210 △902,340
投資その他の資産合計 3,195,913 3,151,829
固定資産合計 7,427,000 7,374,781

資産合計 43,356,117 39,995,232
負債の部

流動負債
買掛金 19,918 －
委託者未払金 682,670 288,442
短期借入金 718,600 618,600
未払法人税等 17,543 535,626
賞与引当金 38,756 199,716
預り証拠金 12,267,756 11,065,202
預り証拠金代用有価証券 6,765,960 5,785,500
預り取引保証金 5,439,567 4,357,766
金融先物取引保証金 2,561,294 1,983,855
その他 436,185 713,344
流動負債合計 28,948,254 25,548,055

固定負債
社債 2,004,791 2,005,416
長期借入金 88,150 92,800
退職給付引当金 451,143 407,369
役員退職慰労引当金 245,630 271,000
その他 153,067 148,926
固定負債合計 2,942,782 2,925,512

特別法上の準備金
商品取引責任準備金 269,317 269,317
金融先物取引責任準備金 216 216
特別法上の準備金合計 269,534 269,534

負債合計 32,160,570 28,743,101
純資産の部

株主資本
資本金 1,722,000 1,722,000
資本剰余金 1,104,579 1,104,579
利益剰余金 8,414,946 8,566,793
自己株式 △196,091 △185,787
株主資本合計 11,045,434 11,207,586

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 122,472 41,325
為替換算調整勘定 △3,095 △30,183
評価・換算差額等合計 119,376 11,141

少数株主持分 30,735 33,403
純資産合計 11,195,546 11,252,131

負債純資産合計 43,356,117 39,995,232
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(2) 四半期連結損益計算書
  (第１四半期連結累計期間)

（単位：千円）
当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月  1日
        至 平成20年6月30日)

営業収益
受取手数料 1,115,183
売買損益 157,513
その他 24,049
営業収益合計 1,296,746

営業費用
販売費及び一般管理費 1,454,413
営業費用合計 1,454,413

営業損失（△） △157,667
営業外収益

受取利息 9,867
受取配当金 11,820
為替差益 32,362
その他 13,575
営業外収益合計 67,625

営業外費用
支払利息 8,073
貸倒引当金繰入額 12,500
その他 3,252
営業外費用合計 23,826

経常損失（△） △113,868
特別利益

投資有価証券売却益 10,946
特別利益合計 10,946

特別損失
投資有価証券評価損 999
その他 113
特別損失合計 1,112

税金等調整前四半期純損失（△） △104,033
法人税等 △35,577
少数株主損失（△） △2,167
四半期純損失（△） △66,288
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日
       至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△） △104,033
減価償却費 36,541
貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,920
賞与引当金の増減額（△は減少） △160,959
退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,774
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,370
受取利息及び受取配当金 △21,688
支払利息 8,073
為替差損益（△は益） △1,089
投資有価証券売却損益（△は益） △10,946
投資有価証券評価損益（△は益） 999
委託者未収金の増減額（△は増加） △194,859
差入保証金の増減額（△は増加） △326,738
金銭の信託の増減額（△は増加） △1,200,000
預り証拠金の増減額（△は減少） 1,202,554
預り取引保証金の増減額（△は減少） 1,081,800
金融先物取引保証金の増減額（△は減少） 577,439
その他の売上債権の増減額（△は増加） △6,296
たな卸資産の増減額（△は増加） △36,703
委託者未払金の増減額（△は減少） 394,228
その他の仕入債務の増減額（△は減少） 19,918
その他 △1,454,716
小計 △149,152
利息及び配当金の受取額 12,171
利息の支払額 △10,829
法人税等の支払額 △524,921
営業活動によるキャッシュ・フロー △672,732

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出 △20,639
有価証券の取得による支出 △101,285
有価証券の売却による収入 1,985
有形固定資産の取得による支出 △35,253
無形固定資産の取得による支出 △2,460
その他 2,578
投資活動によるキャッシュ・フロー △155,075

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 100,000
長期借入金の返済による支出 △4,650
自己株式の取得による支出 △10,304
配当金の支払額 △85,558
少数株主への配当金の支払額 △500
その他 △59
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,072

現金及び現金同等物に係る換算差額 41,268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △787,612
現金及び現金同等物の期首残高 6,464,258
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,676,646
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

(事業の種類別セグメント情報) 

当第 1四半期連結累計期間（自平成 20 年 4 月 1日 至平成 20 年 6 月 30 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、全セグメン

トの営業収益の合計、営業利益の合計額に占める「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) 

当第 1四半期連結累計期間（自平成 20 年 4 月 1日 至平成 20 年 6 月 30 日） 

全セグメントの営業収益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）) 

当第 1四半期連結累計期間（自平成 20 年 4 月 1日 至平成 20 年 6 月 30 日） 

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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

6. その他の情報 

重要な後発事象 

当社は、転換社債型新株予約権付社債の買入消却を、下記のとおり行っております。 

   1.買入消却銘柄         豊商事株式会社 2010 年 6 月 28 日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

2.買入消却実施日       平成 20 年 8月 12 日 

3.買入消却額面総額       500,000,000 円 

4.消却後残存額面総      1,100,000,000 円 

5.業績に与える影響     当期の業績に与える影響は軽微であります。 

（参考） 

    本社債の主な内容 

1.発行日      平成 18 年 6 月 28 日 

2.発行総額          16 億円 

3.償還期限    平成 22 年 6 月 28 日 

4.利率        社債に利息は付されていない。 

5.転換価額                681 円 
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　「参考資料」

前四半期に係る連結財務諸表

　（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年4月  1日

      至 平成19年6月30日)

金額（千円）

Ⅰ　営業収益 1,537,120

Ⅱ　営業費用 1,592,384

     営業損失 55,263

Ⅲ　営業外収益 63,194

Ⅳ　営業外費用 7,312

     経常利益 618

Ⅴ　特別利益 481,089

Ⅵ　特別損失 340,432

    税金等調整前四半期純利益 141,274

    法人税等 56,431

    少数株主損失 △891

    四半期純利益 85,733
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