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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 純営業収益 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 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 2,167 ― 2,116 ― △451 ― △394 ― △730 ―

20年3月期第2四半期 3,052 20.7 3,012 30.1 686 ― 703 ― 74 ―

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2四半期 △3,080.84 ―

20年3月期第2四半期 311.94 311.70

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2四半期 35,146 4,869 13.8 20,379.36
20年3月期 29,734 5,586 18.8 23,643.43

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,861百万円 20年3月期  5,582百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 200.00 200.00
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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

営業収益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,800 △7.6 △200 △133.3 △600 △250.0 △2,513.57

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  

(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  無  

(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、５ページ「定性的情報・財務情報等 ４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 トレイダーズ投資顧問株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  238,704株 20年3月期  238,704株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  144株 20年3月期  2,603株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  237,162株 20年3月期第2四半期  238,401株



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２四半期は、100年に一度とも言われるような金融危機により、世界中のマーケットに激震が走りました。サ

ブプライムローン問題の影響で欧米の金融機関は次々と損失を計上し、資金繰りに行き詰まった米大手証券４位の

リーマン・ブラザーズが破綻に追い込まれたほか、米大手銀行バンク・オブ・アメリカが米大手証券メリルリンチを

買収したり、保険最大手のAIGが米政府の融資を受けたりと、業界再編の動きが強まりました。

 こうした事態に対応すべく、米政府は公的資金を投入して金融機関から不良資産を買い取る金融安定化法案を議会

に提出しました。しかし、米大統領選挙を前に同法案の成立は難航し土壇場で下院議会により否決されたため、９月

29日の米国株式市場では失望感からNYダウが一日で777ドルと過去最大の下落を記録したほか、終値も10,365.45ドル

となり、３年ぶりの安値を示現しました。その影響は日本にも波及し、さらに為替市場で円高が進行していたことに

加え、福田首相の突然の辞任により政治空白が生じたことも嫌気されたため、日経平均株価は６月につけた戻り高値

14,601円27銭から９月下旬には11,301円46銭まで20％強下落しました。

　このような世界的な株安は、急激な円高を引き起こす結果にもつながりました。リスク資産を手放し、ファンディ

ング通貨である円を買い戻す動きが強まったほか、ドル資金の流動性が極端に枯渇したことを受けてドルキャッシュ

を確保する動きも強まり、為替市場では円とドルが主要通貨に対して全面高となりました。また、米国に比べて欧州

の金融危機への対応が遅れている点がユーロ売りにつながり、ユーロが大幅に下落しました。さらに、７月に一時１

バレル150ドル手前まで上昇していたNY原油価格が、９月中旬には90ドル台まで急落したことも、ユーロ売りおよび

資源国通貨である豪ドル売りにつながりました。このような結果、ドル/円相場が当第２四半期に６％強の値動きだっ

たのに対し（円高・ドル安）、ユーロ/円は13.5%、豪ドル/円は22％強も円高となりました。

　上記のような市場環境のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の営業収益は、受入手数料1,422,417千

円（対前年同期比16.8％増）、トレーディング損益704,163千円（対前年同期比60.2％減）となり、営業収益全体で

2,167,026千円（対前年同期比29.0％減）と、大きく減収となりました。一方、営業費用においては、証券取引事業

において金融商品仲介業者への支払報酬が増加したことに加え、前期３月に設立し当期７月中旬より事業を開始した

連結子会社トレイダーズＦＸ株式会社にかかる広告宣伝費やシステム投資費用が発生したことにより、販売費及び一

般管理費は2,568,144千円（対前年同期比10.4％増）となりました。さらに同子会社がシステムの脆弱性を起因とし

て９月10日に事業を休止し、その後リーマン・ブラザーズ証券が民事再生手続を申請したことに伴いカバー取引の預

託金に対して貸倒引当金を計上したことに加え、12月１日をもって事業廃止を決定したことにより、多額の特別損失

を計上することになりました。

　このような結果、当第２四半期連結累計期間においては、営業損失451,204千円、経常損失394,303千円、四半期純

損失730,658千円となりました。

　なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

証券取引事業

　当事業部門におきましては、リテール顧客の日経225先物・オプション取引が順調に増加したものの、前下半期か

らの法人取引の減少を補うにとどまり、当第２四半期連結累計期間における営業収益は1,329,265千円（対前年同期

比3.5％減　うち、受入手数料1,288,820千円、金融収益40,445千円）となりました。一方、金融商品仲介業者を経由

した取引の増加に伴う支払手数料が増加したことや、当第２四半期連結累計期間から事業子会社の管理部門費を証券

取引事業の営業費用に配賦計上する方法に変更（前期は全社に計上）した結果、当事業部門の営業費用は増加し、営

業損失は90,132千円となりました。顧客口座数は20,889口座（対前年同期比34.0％増）と増加しましたが、預り資産

は前下半期の法人との母店契約解消に伴う預り資産の減少によって対前年同期比で減少し、24,180百万円（対前年同

期比27.1％減　保護預り有価証券残高を除く）となりました。

外国為替取引事業

  当事業部門におきましては、世界の経済情勢の悪化に伴う個人投資家の投資意欲の減退や、ＦＸ事業者間の競争が

益々激しくなったこと等の影響を受けて非常に厳しい状況が続き、当第２四半期連結累計期間における営業収益は

837,760千円（対前年同期比52.8％減　うち受入手数料137,710千円、トレーディング損益700,049千円）となりまし

た。一方、新たにＦＸ事業を開始した子会社の広告宣伝費やシステム投資等の費用が当期に発生したことに加え、当

第２四半期連結累計期間から事業子会社の管理部門費を外国為替取引事業の営業費用に配賦計上する方法に変更（前

期は全社に計上）した結果、当事業部門の営業費用は増加し、営業損失は368,193千円となりました。顧客口座数は

28,056口座（対前年同期比55.3％増）と増加しましたが、サブプライムローン問題に起因して発生した為替相場の急

激な変動による顧客の取引損失の影響により、預り資産は対前年同期比で減少し、13,940百万円（対前年同期比

14.3％減）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び資本の状況

  当第２四半期連結累計期間末は、外国為替取引事業及び証券取引事業ともに、顧客口座数が順調に伸びたこと

により、顧客からの預り資産が増加した結果、総資産は前期末比5,412,102千円増の35,146,787千円となり、また

負債合計は、前期末比6,129,849千円増の30,277,653千円となりました。純資産合計は、主に四半期純損失730,658

千円を計上したことにより、前期末比717,747千円減の4,869,134千円となり、自己資本比率は13.8％となりまし

た。

 （２）キャッシュ・フローの状況

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローにおいて1,011,699千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて79,328千円の支

出超過、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて428,239千円の支出超過となりました。この結果、当第２

四半期連結累計期間末の資金残高は、前連結会計年度末に比べて521,146千円増加し、4,819,988千円となりまし

た。

　各活動別のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は1,011,699千円の収入超過となりました。これは、主

に外国為替取引事業において信託銀行に分別保管を行っている顧客資金の信託差替えにより取崩しを行い、一時的

に収入超過（翌営業日にカバー取引先金融機関へ預託されます）となっ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２四半期連結累計期間における投資活動による資金は79,328千円の支出超過となりました。これは、関係会

社株式（トレイダーズ投資顧問株式会社）の売却により125,613千円の収入があった一方で、オンライン取引シス

テム等への設備投資46,451千円や投資有価証券の取得等を行ったこと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２四半期連結累計期間における財務活動による資金は428,239千円の支出超過となりました。これは主に短

期借入金の返済385,000千円及び配当金の支払41,093千円を行ったことによるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期通期の連結業績予想値の修正

  当グループの連結子会社であるトレイダーズＦＸ株式会社が平成20年９月10日をもって事業を休止し、さらに平成

20年12月１日をもって廃業することに伴い、事業開始後における営業費用等、繰延資産に計上した開業準備費の一時

償却、並びに今後の廃業までに要する費用又は損失等の見込み額を計上する必要が生じたことに加え、最近の株式相

場及び為替相場の急激かつ大幅な変動に伴う顧客預かり資産の減少、その後予想される収益性の低下について今後の

収益見込み額の再検討を行いました結果、平成21年３月期通期の連結業績予想を修正致しました。　

　　　（通期）

 営業収益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 5,200 600 400 1,694 19

今回修正予想（Ｂ） 4,800 △200 △600 △2,513 57

増減額（Ｂ－Ａ） △400 △800 △1,000 △4,207 76

増減率（％） △7.6 △133.3 △250.0 △248.3

前期実績

(平成20年３月期)
5,483 732 59 249 43

(参考)

平成21年３月期通期の個別業績予想値の修正

　上記のとおり、当グループの連結子会社であるトレイダーズＦＸ株式会社の業績不振による純資産額の減少及び廃

業することに伴い、関係会社株式を保有し、かつ経営指導する当社は、関係会社株式に関する評価損の計上、子会社

に対する貸付金に貸倒引当金を計上すること等による損失処理を行う必要が生じました。この結果、平成21年３月期

通期の個別業績予想を修正致しました。

　　　（通期）

 営業収益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 640 60 70 297 82

今回修正予想（Ｂ） 600 40 △760 △3,183 85

増減額（Ｂ－Ａ） △40 △20 △830 △3,481 67

増減率（％） △6.2 △33.3 △1,185.7 △1,169.0

前期実績

(平成20年３月期)
791 272 199 838 01
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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）

　当社は、連結子会社であるトレイダーズ投資顧問株式会社の当社保有株式のすべてを当第２四半期連結累計期

間において第三者に譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

（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

該当事項はありません。

（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

・会計処理基準に関する事項の変更

　１．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。

　２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。なお、当該変更による損益への影響は軽微であります。

　３．従来、外国為替取引事業におけるカバー取引先金融機関への預託額は連結キャッシュ・フロー計算書の「現

金及び現金同等物」に含めておりましたが、営業活動によるキャッシュ・フローをより明瞭に表示する目的か

ら、これを「現金及び現金同等物」から除き、営業活動によるキャッシュ・フローの「短期差入保証金の増減

額」に含めて表示することに変更しております。当該変更に伴い、前連結会計年度末のカバー取引先金融機関

への預託額2,109,533千円を「資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額」として表示するとともに、

営業活動によるキャッシュ・フローの「短期差入保証金の増減額」が637,910千円減少し、現金及び現金同等物

の当第２四半期連結累計期間末の残高は2,747,444千円減少しております。　

　　　また、当該変更に伴い、従来、貸借対照表の「現金・預金」に含めて表示しておりましたカバー取引先金融

機関への預託額（当第２四半期連結会計期間末2,747,444千円）について、財政状態をより明瞭に表示する目的

から「短期差入保証金」の「外国為替差入証拠金」に含めて表示しております。

　・表示方法の変更

　    従来、貸借対照表の「現金・預金」に含めて表示しておりました外国為替取引事業における顧客資産の分別

信託額（当第２四半期連結会計期間末3,232,000千円）について、財政状態をより明瞭に表示する目的から「預

託金」の「顧客分別金信託」に含めて表示しております。

－ 4 －



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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 4,819,988 10,163,375

預託金 11,499,000 5,042,000

顧客分別金信託 11,497,000 5,040,000

その他の預託金 2,000 2,000

トレーディング商品 － 163,698

信用取引資産 2,869,534 1,504,802

信用取引貸付金 2,191,481 1,271,082

信用取引借証券担保金 678,052 233,720

短期差入保証金 14,615,357 11,640,537

信用取引差入保証金 260,000 120,000

先物取引差入証拠金 9,116,700 8,470,700

外国為替差入証拠金 4,781,657 2,705,837

その他の差入保証金 457,000 344,000

繰延税金資産 54,008 50,808

その他の流動資産 385,026 320,719

貸倒引当金 △253,423 △82,867

流動資産計 33,989,492 28,803,075

固定資産   

有形固定資産 317,612 79,747

建物 36,174 39,133

器具備品 40,588 40,613

リース資産（純額） 240,849 －

無形固定資産 218,790 202,421

ソフトウェア 190,865 172,156

ソフトウェア仮勘定 1,500 25,675

リース資産 21,964 －

その他 4,460 4,589

投資その他の資産 620,891 649,441

投資有価証券 259,248 259,952

繰延税金資産 30,150 41,669

その他 414,913 347,820

貸倒引当金 △83,421 －

固定資産計 1,157,294 931,609

資産合計 35,146,787 29,734,684



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 525,428 237,409

信用取引負債 2,767,064 1,456,742

信用取引借入金 2,091,057 1,222,957

信用取引貸証券受入金 676,006 233,784

預り金 8,113,685 4,890,150

顧客からの預り金 8,096,219 4,875,468

その他の預り金 17,466 14,681

受入保証金 17,159,974 16,132,552

信用取引受入保証金 114,528 115,587

先物取引受入証拠金 9,313,318 8,227,783

外国為替受入証拠金 7,732,127 7,789,181

短期借入金 643,000 1,058,000

１年内リース債務 112,865 －

未払法人税等 59,379 21,777

ポイント引当金 37,174 24,203

事業整理損失引当金 35,000 －

その他の流動負債 271,275 195,386

流動負債計 29,724,848 24,016,221

固定負債   

退職給付引当金 13,464 10,029

長期リース債務 460,828 50,965

固定負債計 474,292 60,994

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 － 70,587

金融商品取引責任準備金 78,512 －

特別法上の準備金計 78,512 70,587

負債合計 30,277,653 24,147,803

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,837,565 2,837,565

資本剰余金 2,104,663 2,092,105

利益剰余金 △60,839 717,040

自己株式 △3,148 △56,921

株主資本合計 4,878,241 5,589,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,541 △7,552

評価・換算差額等合計 △16,541 △7,552

新株予約権 7,433 4,644

純資産合計 4,869,134 5,586,881

負債・純資産合計 35,146,787 29,734,684



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

受入手数料 1,422,417

委託手数料 1,241,509

募集・売出しの取扱手数料 28,110

その他の受入手数料 152,797

トレーディング損益 704,163

株券等トレーディング損益 4,113

外国為替トレーディング損益 700,049

金融収益 40,445

営業収益計 2,167,026

金融費用 50,086

純営業収益 2,116,939

販売費・一般管理費 2,568,144

取引関係費 931,849

人件費 637,720

不動産関係費 642,182

事務費 155,837

減価償却費 89,801

租税公課 17,812

貸倒引当金繰入れ 26,820

その他 66,118

営業損失（△） △451,204

営業外収益 62,247

受取利息及び配当金 16,247

為替差益 43,852

その他 2,146

営業外費用 5,346

支払利息 918

投資事業組合運用損 3,548

その他 879

経常損失（△） △394,303

特別利益  

関係会社株式売却益 97,298

その他 970

特別利益計 98,269

特別損失  

金融商品取引責任準備金繰入れ 8,224

貸倒引当金繰入額 227,154

減損損失 95,400

その他 35,500

特別損失計 366,279

税金等調整前四半期純損失（△） △662,313

法人税、住民税及び事業税 53,859

法人税等調整額 14,485

法人税等合計 68,345

四半期純損失（△） △730,658



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

受入手数料 812,663

委託手数料 699,091

募集・売出しの取扱手数料 10,538

その他の受入手数料 103,033

トレーディング損益 404,603

株券等トレーディング損益 4,113

外国為替トレーディング損益 400,489

金融収益 28,101

営業収益計 1,245,368

金融費用 35,741

純営業収益 1,209,627

販売費・一般管理費 1,444,656

取引関係費 556,770

人件費 324,343

不動産関係費 357,273

事務費 77,235

減価償却費 63,549

租税公課 11,784

貸倒引当金繰入れ 23,765

その他 29,933

営業損失（△） △235,029

営業外収益 15,990

受取利息及び配当金 14,980

その他 1,010

営業外費用 5,091

支払利息 672

投資事業組合運用損 3,548

その他 871

経常損失（△） △224,130

特別利益  

その他 116

特別利益計 116

特別損失  

金融商品取引責任準備金繰入れ 4,160

貸倒引当金繰入額 227,154

減損損失 95,400

その他 35,500

特別損失計 362,214

税金等調整前四半期純損失（△） △586,229

法人税、住民税及び事業税 50,844

法人税等調整額 39,440

法人税等合計 90,284

四半期純損失（△） △676,513



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △662,313

減価償却費 118,302

減損損失 95,400

関係会社株式売却損益（△は益） △97,298

貸倒引当金の増減額（△は減少） 253,975

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △70,587

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 78,512

受取利息及び受取配当金 △16,247

支払利息 16,149

為替差損益（△は益） △8,015

トレーディング商品の増減額 451,717

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △2,711,000

信用取引資産の増減額（△は増加） △1,364,731

短期差入保証金の増減額（△は増加） △865,286

信用取引負債の増減額（△は減少） 1,310,322

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） 4,252,079

その他 243,336

小計 1,024,313

利息及び配当金の受取額 17,215

利息の支払額 △14,239

法人税等の支払額 △15,591

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,011,699

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △14,283

無形固定資産の取得による支出 △32,167

投資有価証券の取得による支出 △20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

125,613

差入保証金の差入による支出 △19,282

その他 △119,208

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,328

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（△は減少） △385,000

自己株式の売却による収入 64,452

配当金の支払額 △41,093

その他 △66,597

財務活動によるキャッシュ・フロー △428,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 512,146

現金及び現金同等物の期首残高 6,417,375

資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額(△は減少)

△2,109,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,819,988



　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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

証券取引事業
（千円）

外国為替取引
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　営業収益      

(1)外部顧客からの営業収益 748,988 496,380 1,245,368 － 1,245,368

(2)セグメント間の内部営業収益 － － － － －

計 748,988 496,380 1,245,368 － 1,245,368

営業利益又は営業損失(△) 10,828 △264,230 △253,401 18,372 △235,029

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

証券取引事業
（千円）

外国為替取引
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　営業収益      

(1)外部顧客からの営業収益 1,329,265 837,760 2,167,026 － 2,167,026

(2)セグメント間の内部営業収益 － － － － －

計 1,329,265 837,760 2,167,026 － 2,167,026

営業利益又は営業損失(△) △90,132 △368,193 △458,326 7,121 △451,204

（注）１．事業区分の方法

事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な取引の種類

証券取引事業 …………… 日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等

外国為替取引事業 ……… 外国為替証拠金取引、通貨オプション取引等

３．事業区分の変更

　事業区分につきましては、従来「証券取引事業」、「外国為替取引事業」、「投資顧問事業」の３つに区分

しておりましたが、投資顧問事業を行っていた連結子会社を第三者に譲渡したため、当第２四半期連結累計期

間より、「証券取引事業」、「外国為替取引事業」の２つに変更しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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。
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６．その他の情報

 平成21年３月期　第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）　連結決算資料

 

１.手数料収入

（1）科目別内訳

                                                                                           （単位：百万円）

区　　分
当第２四半期
連結会計期間

前第２四半期
連結会計期間

前年同期比

委　　託　　手　　数　　料    

 　　　株　　　　　券 699 638 60

 　　　（うち　先　物） (546) (595) (△48)

 　　　債　　　　　券 0 － 0

 　　　受　益　証　券 0 0 0

募集・売出の取扱手数料    

　　 　株　　　　　券 － － －

 　　　債　　　　　券 4 － 4

　受　益　証　券 6 19 △13

 そ の 他 の 受 入 手 数 料 103 6 96

 　　　　合　　　計 812 664 148

 (2）商品別内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：百万円）

区　　分
当第２四半期
連結会計期間

前第２四半期
連結会計期間

前年同期比

 株               　　  券 699 638 60

 （　う　　ち　　先　　物　） (546) (596) (△48)

 債                　　 券 4 － 4

 受     益　    証   　 券 18 25 △7

 そ 　     　の　   　  他 91 0 90

 合　　　計 812 664 148

２.トレーディング損益

                                                                                           （単位：百万円）

区　　分
当第２四半期
連結会計期間

前第２四半期
連結会計期間

前年同期比

　　株　券　指　数　先　物 4 － 4

 　 外    国    為    替 400 898 △497

    そ　　　 の 　　　他 － △21 21

 　　　　 合　　 計 404 876 △471

－ 2 －



３.有価証券の売買等の状況

  ①株券

   （単位：百万円）

区　　分
当第２四半期
連結会計期間

前第２四半期
連結会計期間

前年同期比

 現　物　取　引 1,909 6,008 △4,098

受 託 信　用　取　引 14,812 7,757 7,055

   合　　計 16,722 13,766 2,956

 現　物　取　引 － － －

自 己 信　用　取　引 － － －

   合　　計 － － －

 現　物　取　引 1,909 6,008 △4,098

合 計 信　用　取　引 14,812 7,757 7,055

    合　　計 16,722 13,766 2,956

  ②債券

 （単位：百万円）

区　　分
当第２四半期
連結会計期間

前第２四半期
連結会計期間

 前年同期比 

 額面金額  額面金額  額面金額 

受　　　託 3 0 2

自　　　己 180 － 180

合　　　計 183 0 183

　③受益証券

  （単位：百万円）

区　　分
当第２四半期
連結会計期間

前第２四半期
連結会計期間

 前年同期比 

 受　　　託 924 1,706 △781

 自　　　己 420 191 229

 合　　　計 1,345 1,898 △552

  ④株価指数先物・オプション取引

 （単位：百万円）

区     分 
当第２四半期
連結会計期間

前第２四半期
連結会計期間

 前年同期比 

   先　物　取　引 4,703,681 16,177,040 △11,473,359

受 託  オプション取引 33,461 33,959 △497

 合　　計 4,737,143 16,210,999 △11,473,856

  先　物　取　引 － 216,944 △216,944

自 己  オプション取引 － 366 △366

  合　　計 － 217,311 △217,311

  先　物　取　引 4,703,681 16,393,985 △11,690,303

   合 計  オプション取引 33,461 34,325 △863

  合　　計 4,737,143 16,428,310 △11,691,167

－ 3 －



 　⑤外国為替取引

区     分  
当第２四半期

連結会計期間

 前第２四半期

 連結会計期間
 前年同期比

米ドル　　 （百万ドル） 12,529 7,878 4,651

ユーロ　　 （百万ユーロ） 6,770 2,617 4,153

英ポンド   （百万ポンド） 3,387 2,431 956

豪ドル     （百万ドル） 5,307 4,464 843

ニュージーランドドル（百万ドル） 1,597 3,140 △1,543

南アフリカランド (百万ランド） 924 1,932 △1,007

香港ドル　　（百万ドル） 26 180 △154

ポーランドズロチ（百万ズロチ） 48 29 19

メキシコペソ（百万ペソ） 102 234 △132

カナダドル　（百万ドル） 256 536 △279

スイスフラン（百万フラン） 1,687 － 1,687

デンマーククローネ(百万クローネ) 0 － 0

シンガポールドル （百万ドル） 0 － 0

トルコリラ　（百万リラ） 5 － 5

スウェーデンクローナ(百万クローナ) 0 － 0

ノルウェークローネ（百万クローネ） 0 － 0

４.その他の業務

  ①有価証券の引受、売出、募集、売出の取扱高及び私募の取扱業務の状況

(単位：百万円)

区     分   
当第２四半期
連結会計期間

 前第２四半期
 連結会計期間

 前年同期比 

 株　　   券 － － －

引　受　高 債   　　券 － － －

  受 益 証 券 － － －

 

売　出　高

  

株　　   券 － － －

債   　　券 － － －

受 益 証 券 － － －

 株　　   券 － － －

募集の取扱高 債   　　券 － － －

  受 益 証 券 272 680 △408

 株　　   券 － － －

売出の取扱高 債   　　券 － － －

  受 益 証 券 － － －

 株　　   券 － － －

私募の取扱高 債   　　券 144 － 144

  受 益 証 券 － － －
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  ②有価証券の保護預り業務の状況

 区     分  
当第２四半期
連結会計期間

 前第２四半期 
連結会計期間

 前年同期比 

  株　券  （千　株） 13,814 9,536 4,278

 内国有価証券  債　券　（百万円） 115 111 4

  受益証券（百万口） 7,389 6,111 1,277

  株　券  （千　株） 0 0 －

 外国有価証券  債　券　（百万円） 224 － 224

  受益証券（百万口） 0 0 △0

５.自己資本規制比率

　トレイダーズ証券株式会社

 (単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前第２四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

　基本的項目　　　　　　　　　　　　　　(A) 4,246 4,217

 　その他有価証券評価差額金等 0 4

　補完的項目 　金融商品取引責任準備金等 78 59

 　一般貸倒引当金 19 92

   短期劣後債務 － －

　　　　　　　　　　　 計　　　　　(B) 98 156

　控除資産計　　　　　　　　　　　　　　(C) 908 706

　固定化されていない自己資本の額

　(A)+(B)-(C) 　　　　　　　　　　　　　(D)
3,435 3,668

 　市場リスク相当額 2 57

　リスク相当額 　取引先リスク相当額 179 105

 　基礎的リスク相当額 1,115 1,057

　　　　　　　　　　　 計　　　　　(E) 1,297 1,219

　自己資本規制比率 　(D)　/　(E)　×　100 264.8％ 300.7％ 

－ 5 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益    

１．受入手数料  1,217,872  

２．トレーディング損益    

(1）証券取引 2,200   

(2）外国為替取引 1,773,918   

(3) その他 △8,119 1,767,999  

３．金融収益  23,185  

４．投資顧問料収入  43,846  

営業収益計  3,052,904 100.0

Ⅱ　金融費用  40,191 1.3

純営業収益  3,012,712 98.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費    

１．取引関係費 744,579   

２．人件費 689,425   

３．不動産関連費 528,626   

４．事務費 130,555   

５．減価償却費 99,569   

６．租税公課 31,145   

７．貸倒引当金繰入額 44,835   

８．その他 57,121 2,325,858 76.2

営業利益  686,854 22.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息及び配当金 24,969   

２．その他 4,342 29,312 1.0

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 2,898   

２．投資事業組合損失 843   

３．為替差損 4,983   

４．その他 3,616 12,342 0.4

経常利益  703,824 23.1

Ⅵ　特別損失    

１．固定資産除却損 102,327   

２．証券取引責任準備金繰入額 19,328   

３．解約違約金 10,863   

４．システム障害損 384,103   

５．その他特別損失 37,660 554,283 18.2

税金等調整前中間純利益  149,541 4.9

法人税、住民税及び事業税 115,668   

法人税等調整額 △40,495 75,173 2.5

中間純利益  74,367 2.4

－ 6 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

  （自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 149,541

減価償却費 99,569

株式報酬費用 5,532

固定資産除却損 102,327

投資事業組合損失 843

システム障害損 384,103

貸倒引当金の増減(△)額 44,835

退職給付引当金の増減(△)額 1,200

証券取引責任準備金の増減(△)額 19,328

受取利息及び配当金 △24,969

支払利息 2,898

為替差損益 9,408

顧客分別金の増(△)減額 2,610,060

トレーディング商品の増(△)減額 714,158

信用取引資産の増(△)減額 738,095

短期差入保証金の増(△)減額 △10,958,960

その他の流動資産の増(△)減額 83,479

信用取引負債の増減(△)額 △722,532

預り金の増減(△)額 313,238

受入保証金の増減(△)額 7,882,816

その他の流動負債の増減(△)額 △44,503

小計 1,410,470

利息及び配当金の受取額 25,782

利息の支払額 △767

システム障害損の支払額 △384,103

法人税等の支払額 △199,025

営業活動によるキャッシュ・フロー 852,356

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,855

無形固定資産の取得による支出 △5,310

投資有価証券の取得による支出 △25,000

保証金及び預託金の差入による支出 △4,090

保証金及び預託金の返還による収入 9,486

その他投資活動による収入又は支出 22,871

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,897

－ 7 －



 
前中間連結会計期間

  （自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額 △655,300

長期借入金の返済による支出 △66,720

ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出
△159,093

株式の発行による収入 6,599

配当金の支払額 △47,668

財務活動によるキャッシュ・フロー △922,181

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,927

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △84,651

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,785,482

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等

物の期首残高
3,558

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末残高 4,704,389
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
証券取引事
業（千円）

外国為替取
引事業
（千円）

投資顧問事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益       

(1）外部顧客からの営業収益 1,235,138 1,773,918 43,846 3,052,904 － 3,052,904

(2）セグメント間の内部営業収

益
－ － 7,100 7,100 △7,100 －

計 1,235,138 1,773,918 50,946 3,060,004 △7,100 3,052,904

営業費用 1,218,913 650,965 91,779 1,961,657 404,392 2,366,050

営業利益又は営業損失（△） 16,225 1,122,953 △40,832 1,098,346 △411,492 686,854

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な取引の種類 

  証券取引事業……………日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等

　外国為替取引事業………外国為替証拠金取引、通貨オプション取引等

　投資顧問事業……………投資顧問業等

〔所在地別セグメント情報〕

　前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

－ 9 －
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