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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 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2四半期 1,020 ― △196 ― △158 ― △231 ―

20年3月期第2四半期 1,385 △31.4 △7 ― 31 △90.9 △150 ―

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 △33.70 ―

20年3月期第2四半期 △21.87 ―

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 9,755 5,884 60.3 857.85
20年3月期 10,484 6,215 59.3 906.07

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,884百万円 20年3月期  6,215百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 7.50

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  無  
 

営業収益 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,100 △6.9 △180 ― △105 ― △170 ― △24.78

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  

平成20年6月16日に当社55％出資で設立した子会社「株式会社エコ＆エコ」を、第1四半期連結会計期間から連結の範囲に含めておりますが、開示府令第19条第7
項に規定する特定子会社には該当いたしません。  

(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  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） 

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ「定性的情報・
財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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2四半期  6,860,000株 20年3月期  6,860,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  6,860,000株 20年3月期第2四半期  6,860,000株

－1－



【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（６ヶ月）の商品先物取引市場におきましては、新興国の需要増とサブプライムロー

ン問題などによる実物資産の再評価を背景とした投機資金の流入により上昇を続けていた原油・穀物・

貴金属などの国際商品価格が７月をピークに急速に下落に転じ、ＷＴＩ原油価格（期近終値）が、３月

末の 1 バーレル 101.58 ドルから、７月３日には 1 バーレル 145.29 ドルまで上昇し、9 月末は１バーレ

ル 100.64 ドルとなるなど大きく変動いたしました。また、９月にはリーマンブラザーズ破綻など米国発

の金融危機により商品相場も乱高下いたしました。 

わが国の商品先物取引市場は、平成 16 年の商品取引所法の改正（平成 17 年 5 月施行）以降、商品

取引員に対する勧誘規制の強化などで、市場の規模縮小が続いておりますが、相場の激しい変動によ

る個人投資家の市場離れもあり、当第２四半期（６ヶ月）の全国商品取引所の出来高合計は 2,571 万枚

（前年同期比 29.3％減）となりました。市場規模の縮小に伴い、業界では、商品取引員の受託業務廃止

など淘汰の動きも続いております。 

このような環境のなか、当社グループは、人件費を中心とした営業費用の削減に努める一方、商品先

物取引市場への依存度引下げを図るため、保険募集業務（平成 19年 8 月に業務開始）の体制整備を進め

ると共に、太陽光発電機・オール電化機器等の販売及び設置工事を営む目的で、当社 55％出資の子会社

（株）エコ＆エコを設立し、7月から営業を開始いたしました。 

これらの結果、当第２四半期（６ヶ月）の連結業績は、営業収益 1,020 百万円（前年同期比 26.3％

減）、営業費用 1,202 百万円（前年同期比 13.6％減）、営業損失 196 百万円（前年同期は営業損失 7 百

万円）、経常損失 158 百万円（前年同期は経常利益 31 百万円）、第２四半期純損失 231 百万円（前年同

期は中間純損失 150 百万円）となりました。 

なお、当第２四半期（６ヶ月）において、希望退職者募集に伴う早期退職特別加算金及び再就職支

援金合計 71 百万円を特別損失に計上しております。 

 

セグメント別の状況は次の通りです。 

(１) 投資関連サービス事業 

当第２四半期（６ヶ月）の投資関連サービス事業の営業収益は 1,000 百万円（前年同期比 27.8％減）、

営業損失 176 百万円（前年同期は営業損失 7 百万円）となりました。 

① 商品先物取引受託業務 

商品先物取引受託業務は市場環境などの影響で引続き低調に推移し、当第２四半期（６ヶ月）の

受取手数料は 621 百万円（前年同期比 7.7％減）となりました。主な市場別の受取手数料は、農産

物市場が 339 百万円（同 26.9％減）、貴金属市場が 180 百万円（同 10.2％増）、石油市場が 91 百万

円（同 151.6％増）となっております。 

② 商品先物取引自己売買業務 

商品先物取引自己売買業務は、7 月以降の相場の乱高下でやや苦戦し、当第２四半期（６ヶ月）

の売買益は 370 百万円（前年同期比 47.9％減）となりました。主な市場別の売買益は農産物市場が

167 百万円（同 72.2％減）、貴金属市場が 103百万円（同 50.5％増）、石油市場が 62百万円（同 267.2％

増）となっております。 

③ その他 

保険募集業務（生命保険募集業務を平成 19 年 8 月に、損害保険代理店業務を平成 20 年 2 月に開

始）の当第２四半期（６ヶ月）の受取手数料は８百万円となりました。 

 

(２) 太陽光発電機・オール電化機器等の販売事業 

 平成 20 年 6 月 16 日に設立し、7月 14 日から営業を開始した子会社㈱エコ＆エコの当第２四半期の業

績は、売上高 20 百万円、営業損失 21 百万円となりました。 

 

（注）前年同期比は参考として記載しております。  
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 729 百万円減少し 9,755 百万円となりました。

また、負債合計は、前連結会計年度末に比べ 398 百万円減少し 3,870 百万円となりました。 

純資産合計は、前期の期末配当金の支払 68 百万円、税金等調整前四半期純損失 205 百万円、その他有

価証券評価差額金の減少 31 百万円などにより、前連結会計年度末に比べ 330 百万円減少し 5,884 百万円

となりました。 

これらの結果、自己資本比率は 60.3％（前連結会計年度末は 59.3％）となりました。 

（連結キャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等

調整前四半期純損失 205 百万円などにより、前連結会計年度末に比べ 264 百万円減少し、当第２四半

期末には 671 百万円となりました。 

当四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は 344 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失 205

百万円、役員退職慰労引当金の減少 128 百万円などによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は 148 百万円となりました。これは有価証券の償還による収入 100 百万

円、投資有価証券の売却による収入 91 百万円などによるものですが、有形固定資産及び無形固定資産

の取得による支出（合計）30 百万円などによりその一部が相殺されています。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 68 百万円となりました。これは配当金の支払 68 百万円を反映したも

のであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期（６ヶ月）の連結業績は、営業収益 1,020 百万円（通期予想の 48.6％）、営業損失 196

百万円（通期予想は営業損失 180 百万円）、経常損失 158 百万円（通期予想は経常損失 105 百万円）、

第２四半期純損失 231 百万円（通期予想は純損失 170 百万円）となっております。 

第３・第４四半期の業績につきましては、米国の金融不安、景気の後退など不透明な要因が多く、

確実な予想は困難でありますが、商品先物取引受託業務及び自己売買業務につきましては、概ね当第

２四半期（６ヶ月）並の営業収益を確保し、営業費用は当第２四半期（６ヶ月）と比べ減額できるも

のと考えております。また、太陽光発電機・オール電化機器等の販売事業は、第３・第４四半期には収

支トントン程度になるものと想定しております。 

これらにより、通期連結業績は、概ね下記の当初予想に近い水準になるものと考えております。 

営業収益 2,100 百万円 営業利益 △180 百万円 経常利益 △105 百万円 当期純利益 △170 百万円 

 

 (注)１．上記予想数値は当初平成 20 年 5 月 15 日付決算短信で発表したものであり、業績予想の修正は行ってお

りません。 

２．上記予想は発表日現在における入手可能な情報並びに不確定要因に係る仮定に基づくものであります。

３．当社グループの業績は商品先物取引市場の相場動向や経済情勢等により変動するため、実際の業績は、

今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  
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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） 

該当事項はありません。 

（注）平成 20 年 6月 16 日に当社 55％出資で設立した子会社「株式会社エコ＆エコ」を、第１四半期連結会計期

間から連結の範囲に含めておりますが、開示府令第 19 条第 7項に規定する特定子会社には該当いたしませ

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 

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 

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。 
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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）

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   

現金及び預金 3,478,351 3,780,603

委託者未収金 29,108 13,480

売掛金 8,367 －

有価証券 20,000 119,935

差入保証金 1,980,080 2,355,409

委託者先物取引差金 976,477 763,046

その他 388,140 454,815

貸倒引当金 △8,880 △5,518

流動資産合計 6,871,645 7,481,773

固定資産   

有形固定資産 962,905 960,273

無形固定資産 53,101 56,057

投資その他の資産   

その他 1,906,473 2,032,715

貸倒引当金 △38,940 △46,008

投資その他の資産合計 1,867,532 1,986,706

固定資産合計 2,883,539 3,003,037

資産合計 9,755,185 10,484,810

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,192 －

未払法人税等 5,977 7,902

預り証拠金 2,997,311 3,203,741

その他 202,203 217,598

流動負債合計 3,216,685 3,429,242

固定負債   

退職給付引当金 150,920 186,145

商品取引事故引当金 33,000 69,643

その他 371,597 498,014

固定負債合計 555,517 753,804

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 98,124 86,101

特別法上の準備金合計 98,124 86,101

負債合計 3,870,327 4,269,148
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,200,000 1,200,000

資本剰余金 312,840 312,840

利益剰余金 4,236,873 4,536,673

株主資本合計 5,749,713 6,049,513

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 135,144 166,148

評価・換算差額等合計 135,144 166,148

純資産合計 5,884,857 6,215,662

負債純資産合計 9,755,185 10,484,810
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（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  

受取手数料 629,578

売買損益 370,428

売上高 20,189

営業収益合計 1,020,196

売上原価 13,891

営業総利益 1,006,305

営業費用  

取引所関係費 58,615

人件費 750,211

貸倒引当金繰入額 5,973

その他 388,007

営業費用合計 1,202,808

営業損失（△） △196,502

営業外収益  

受取利息 11,227

受取配当金 7,823

地代家賃 32,087

その他 1,067

営業外収益合計 52,205

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 1,784

賃貸料原価 12,648

営業外費用合計 14,433

経常損失（△） △158,731

特別利益  

貸倒引当金戻入額 647

投資有価証券売却益 40,133

特別利益合計 40,780

特別損失  

商品取引責任準備金繰入額 12,022

退職特別加算金 61,580

その他 13,918

特別損失合計 87,521

税金等調整前四半期純損失（△） △205,472

法人税、住民税及び事業税 2,702

法人税等調整額 27,526

法人税等合計 30,228

少数株主損失（△） △4,500

四半期純損失（△） △231,200

－7－

（株）フジトミ（8740）　平成21年３月期 第２四半期決算短信



（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  

受取手数料 332,289

売買損益 △70,915

売上高 20,189

営業収益合計 281,563

売上原価 13,891

営業総利益 267,672

営業費用  

取引所関係費 25,372

人件費 365,664

貸倒引当金繰入額 1,947

その他 189,465

営業費用合計 582,449

営業損失（△） △314,777

営業外収益  

受取利息 6,081

受取配当金 435

地代家賃 16,172

その他 428

営業外収益合計 23,117

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 1,783

賃貸料原価 2,847

営業外費用合計 4,631

経常損失（△） △296,291

特別利益  

貸倒引当金戻入額 △942

投資有価証券売却益 39,855

特別利益合計 38,912

特別損失  

商品取引責任準備金繰入額 6,062

退職特別加算金 1,846

その他 6,266

特別損失合計 14,175

税金等調整前四半期純損失（△） △271,554

法人税、住民税及び事業税 1,419

法人税等調整額 △6,429

法人税等合計 △5,010

少数株主損失（△） △3,324

四半期純損失（△） △263,220
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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（△） △205,472

減価償却費 33,514

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,705

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,225

商品取引事故引当金の増減額（△は減少） △36,643

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △128,890

長期未払金の増減額（△は減少） 22,149

受取利息及び受取配当金 △19,050

投資有価証券売却損益（△は益） △39,902

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 12,022

委託者未収金の増減額（△は増加） △5,184

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

△213,431

差入保証金の増減額（△は増加） 368,514

預り証拠金の増減額（△は減少） △202,754

未払金の増減額（△は減少） △4,212

その他の売上債権の増減額（△は増加） △8,367

その他の仕入債務の増減額（△は減少） 11,192

その他 90,821

小計 △364,626

利息及び配当金の受取額 25,211

法人税等の支払額 △10,695

法人税等の還付額 5,789

営業活動によるキャッシュ・フロー △344,321

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △19,342

無形固定資産の取得による支出 △11,420

投資有価証券の取得による支出 △8,779

投資有価証券の売却による収入 91,739

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

4,500

その他 △7,969

投資活動によるキャッシュ・フロー 148,728

財務活動によるキャッシュ・フロー  

親会社による配当金の支払額 △68,502

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △264,095

現金及び現金同等物の期首残高 935,753

現金及び現金同等物の四半期末残高 671,658
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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 

ａ．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） 

 
投資関連 

サービス事業 

（千円） 

太陽光発電機・

オール電化機器

等の販売事業 

（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結（千円） 

営業収益 261,373 20,189 281,563 － 281,563

営業損失 297,256 18,481 315,737 （960） 314,777

 

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） 

 
投資関連 

サービス事業 

（千円） 

太陽光発電機・

オール電化機器

等の販売事業 

（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結（千円） 

営業収益 1,000,006 20,189 1,020,196 － 1,020,196

営業損失 176,368 21,094 197,462 （960） 196,502

 

ｂ．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。 

 

ｃ．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） 

海外営業収益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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(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．受取手数料 674,226  

２．売買損益 710,920 1,385,146 100.0 

Ⅱ 営業費用 1,392,927 100.6 

営業損失（△） △7,781 △0.6 

Ⅲ 営業外収益  

１．受取利息 8,770  

２．受取配当金 5,937  

３．賃貸料収入 33,096  

４．その他 4,357 52,161 3.8 

Ⅳ 営業外費用  

１．支払利息 180  

２．貸倒引当金繰入額 4  

３．賃貸料原価 12,707 12,891 0.9 

経常利益 31,489 2.3 

Ⅴ 特別利益  

１．貸倒引当金戻入額 2,237 2,237 0.1 

Ⅵ 特別損失  

１．商品取引責任準備金繰入額 4,398  

２．早期退職特別加算金 19,000  

３．その他 1,708 25,106 1.8 

税金等調整前中間純利益 8,620 0.6 

法人税、住民税及び事業税 2,564  

法人税等調整額 156,115 158,679 11.4 

中間純損失（△） △150,059 △10.8 
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(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 8,620

減価償却費 31,266

貸倒引当金の減少額 △3,467

退職給付引当金の減少額 △15,033

役員退職慰労引当金の増加額 10,759

長期未払金の減少額 △70,633

商品取引責任準備金の増加額 4,398

商品取引責任準備預金の減少額 29,533

投資有価証券売却損 1,708

受取利息及び受取配当金 △14,707

支払利息 180

委託者未収金の減少額 6,437

委託者先物取引差金（借方）の減少額 310,333

差入保証金の減少額 98,406

金銭の信託の増加額 △200,000

預託金の減少額 150,000

預り証拠金の減少額 △415,223

未払金の減少額 △20,294

その他 163,555

小計 75,839

利息及び配当金の受取額 16,921

利息の支払額 △180

法人税等の支払額 △3,114

営業活動によるキャッシュ・フロー 89,466

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 △14,114

無形固定資産の取得による支出 △13,997

投資有価証券の売却による収入 15,000

投資有価証券の取得による支出 △28,582

その他 △2,772

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,466

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △102,156

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,156

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △57,156

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,512,158

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,455,001
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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） 

当社グループは、商品取引所法に基づき設置された商品取引所に上場されている農産物、貴金属、石油

等の各種商品の売買の受託（受託業務）及び売買（自己売買業務）を行う商品先物取引業を中心とした

投資関連サービス業務を行っており、単一セグメントのため記載を省略しております。 

 

【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） 

海外営業収益がないため該当事項はありません。 
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(4) 営業収益の状況 
 

① 投資関連サービス事業 

a. 受取手数料                                   （単位：千円） 

前年同四半期 
自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日 

当第２四半期 
自平成20年４月１日 
至平成20年９月30日 

前連結会計年度 
自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日 

期 別       
 
 
区   分 金 額       構成比 金 額    構成比 金 額    構成比

現 物 先 物 取 引         ％ ％ ％

 農 産 物 市 場 464,302 68.9 339,349 53.9 1,010,927 68.2

 砂 糖 市 場 5,463 0.8 4,749 0.8 9,123 0.6

 貴 金 属 市 場 163,523 24.3 180,114 28.6 376,109 25.4

 ゴ ム 市 場 3,717 0.5 5,364 0.9 7,865 0.5

 ア ル ミ ニ ウ ム 市 場 2 0.0 198 0.0 1,027 0.0

 石 油 市 場 33,633 5.0 90,440 14.4 68,627 4.6

小   計 670,641 99.5 620,216 98.5 1,473,681 99.3

現金決済先物取引   

 石 油 市 場 2,610 0.4 752 0.1 5,403 0.4

 貴 金 属 市 場 5 0.0 174 0.0 131 0.0

小   計 2,616 0.4 927 0.1 5,534 0.4

商

品

先

物

取

引 

商品先物取引計 673,258 99.9 621,144 98.7 1,479,216 99.7

商品ファンドの販売 957 0.1 － － 1,089 0.1

生命保険・損害保険の募集 10 0.0 8,434 1.3 2,474 0.2

合      計 674,226 100.0 629,578 100.0 1,482,780 100.0

b. 売買損益                                    （単位：千円） 

前年同四半期 
自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日 

当第２四半期 
自平成20年４月１日 
至平成20年９月30日 

前連結会計年度 
自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日 

期 別       
 
 
区   分 金 額       構成比 金 額    構成比 金 額    構成比

現 物 先 物 取 引         ％ ％ ％

農 産 物 市 場 601,946 84.7 167,608 45.2 631,349 81.7

砂 糖 市 場 △   544 △ 0.1 － － △  519 △ 0.1

貴 金 属 市 場 68,640 9.7 103,325 27.9 77,766 10.0

ゴ ム 市 場 23,790 3.3 36,742 9.9 48,455 6.3

ア ル ミ ニ ウ ム 市 場 － － － － － －

石 油 市 場 14,754 2.1 60,803 16.4 16,968 2.2

小   計 708,587 99.7 368,480 99.5 774,020 100.1

現金決済先物取引    

石 油 市 場 2,333  0.3 1,948 0.5 △  890 △ 0.1

貴 金 属 市 場 － － － － － －

商

品

先

物

取

引 

 小   計 2,333 0.3 1,948 0.5 △  890 △ 0.1

合      計 710,920 100.0 370,428 100.0 773,130 100.0

 

② 太陽光発電機・オール電化機器等の販売事業  

売上高                                    （単位：千円） 
前年同四半期 

自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日 

当第２四半期 
自平成20年４月１日 
至平成20年９月30日 

前連結会計年度 
自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日 

期 別       
 
 
区   分 金 額       構成比 金 額    構成比 金 額    構成比

 
 
 ％ ％  ％

太陽光発電機・オール電化機器等 － － 20,189 100.0 － －
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