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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 3,345 ― 388 ― 486 ― 266 ―

20年3月期第2四半期 3,709 △34.1 510 △77.3 538 △73.2 288 △74.5

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 31.20 23.81
20年3月期第2四半期 32.91 26.62

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 42,582 11,305 26.5 1,327.35
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2四半期  11,276百万円 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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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、４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 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  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2四半期  402,112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2四半期  8,541,526株 20年3月期第2四半期  8,753,944株
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【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 2四半期の我が国経済は、原油や穀物など原材料価格高に悩まされ、前半は足踏み状態にありました。それが後半

には、米国で住宅金融公社や大手証券の経営危機が表面化するなど、米国発の金融危機が世界に飛び火し、日本もその打

撃を受けました。そして、日経平均株価も下落を余儀なくされました。 

  商品相場は、ニューヨーク原油が 7 月まで史上 高値を更新する動きを見せたため、国内の原油、ガソリン、灯油も右

肩上がりの動きとなりました。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、新興国の購買力が増大し

たからです。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。しかし、7

月以降は米景気減速懸念を背景にニューヨーク原油が急反落し、国内の原油、ガソリン、灯油もそれに追随する動きとな

りました。ただ、商いの方は値動きが激しいため近寄り難い面があり低調でした。 

  金は前半に原油相場高騰に追随する動きとなり上昇しましたが、後半には原油相場急落の圧力を受けて下落を強いられ

ました。ただ、9 月に入って株価反落を眺めて安全資産としての金を買う動きが活発となり、ニューヨーク金が反発した

ため東京金も反発を見せました。標準取引の商いはやや低調で、後半は下げ相場のため総取組高も減少しました。しかし、

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た点です。そればかりか後半は下げ相場であるにもか

かわらず総取組高は漸増傾向を見せました。ミニ取引は商品先物取引の初心者に向いており、市場参加者の増大につなが

ることが期待されます。白金は米国を始めとする自動車の販売不振から需要の大幅減が見込まれるため、概ね下落歩調と

なりました。 

  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前半は上伸し、商いも活

発となり総取組高も増加しました。しかし、後半は原油急落の影響を受けて反落し、産地の供給増、世界的な景気後退懸

念といったことにも圧迫されて下げ波動を描きました。そして、下げ過程での総取組高の減少は避けられませんでした。 

  穀物は米国中西部の主産地が豪雨に見舞われ洪水が発生するなど、供給懸念が増大して前半はシカゴ相場が上伸したた

め、東京市場のトウモロコシ、大豆ともにその後を追いかける形となりました。しかし、後半は一転して中西部産地が好

天に恵まれ、作柄回復期待からシカゴとうもろこし、大豆とも反落に転じました。原油相場の急落も植物油需要に響くこ

とから売られる要因になりました。それを受けて東京市場でもとうもろこし、大豆は大幅安を強いられました。東京市場

では、一日の商いで大きく揺れ動く展開となることが多かったため、商いの方は低調となりました。 

  このような環境のもとで、当社グループにおける当第 2四半期連結累計期間の売買高は 2,336 千枚となり、受取手数料

は 2,172 百万円、売買損益は 1,120 百万円の利益となりました。 

   以上の結果、当第 2 四半期連結累計期間の連結営業収益は 3,345 百万円、経常利益は 486 百万円、四半期純利益は 266

百万円となりました。 

  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「第 5 経理の状況」「1 連結財務諸表」の「(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。 

  ① セグメント別業績 

  ・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 2,172 百万円、売買損益は 1,120 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 3,320 百万円、営業利益は 387 百万円となりました。 

  ・不動産管理業 

   当事業において、営業収益は 24 百万円、営業利益は１百万円となりました。 
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② 所在地別業績 

   ・日本 

     国内では、営業収益は 3,331 百万円、営業利益は 397 百万円となりました。 

   ・東南アジア 

     東南アジアでは、営業収益は 13 百万円、営業損益は 9百万円の損失となりました。 

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 2 四半期連結累計期間末の資産総額は 42,582 百万円、負債総額は 31,277 百万円、純資産は 11,305 百万円となっ

ております。当第 2四半期連結累計期間末の資産総額 42,582 百万円は前連結会計年度末 39,995 百万円に比べて 2,587

百万円増加しておりますが、この内訳は流動資産が 2,712 百万円の増加、固定資産が 124 百万円の減少となっており、

主に「保管有価証券」2,196 百万円、「金銭の信託」1,400 百万円それぞれ増加し、「差入保証金」1,862 百万円の減少

となっております。負債総額 31,277 百万円は、前連結会計年度末 28,743 百万円に比べて 2,534 百万円増加しておりま

すが、この内訳は、流動負債が 3,132 百万円の増加、固定負債が 598 百万円の減少となり、主に「預り証拠金代用有価

証券」2,196 百万円、「預り取引保証金」1,250 百万円それぞれ増加し、｢預り証拠金」1,131 百万円の減少となってお

ります。 

   当第2四半期連結累計期間末の純資産11,305百万円は前連結会計年度末11,252百万円に比べて53百万円増加してお

りますが、この内訳は株主資本 143 百万円の増加、評価・換算差額等 86 百万円、少数株主持分 4百万円がそれぞれ減

少となっております。 

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、差入保証金の減

少及び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 758 百万円の減少となり、当第 2 四半期連結累計期間末は、5,705 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 2四半期連結累計期間における営業活動による資金の取得は、236 百万円となりました。これは、金銭の信託の

増加等による支出があったものの税金等調整前四半期純利益による収入及び差入保証金の減少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） 

   当第 2 四半期連結累計期間における投資活動による資金の使用は、308 百万円となりました。   

     これは、有価証券、投資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 2 四半期連結累計期間における財務活動による資金の使用は、672 百万円となりました。   

       これは、社債の償還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。 

 

 

 

 
3



豊商事(株) （8747）  平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 

4.その他 

（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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作成に特有の会計処理 

     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 2 四半期連結累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 2四半期連結累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   

       ① 税金費用の計算 

     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する方法を採用しております。 

         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。 

 (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、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

に伴う当第 2 四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

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 

      第 1四半期連結会計期間から「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）を適用しております。  

      これに伴う当第 2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益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 8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。 
4



豊商事(株) （8747）  平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 

      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。 

     これに伴う当第 2四半期連結累計期間のリース資産計上額、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

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2四半期連結会計期間末   要約連結貸借対照表

(平成20年9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 6,043,052 6,781,301
受取手形及び売掛金 62,604 －
委託者未収金 564,528 514,416
有価証券 515,020 199,178
商品 72,789 9,030
保管有価証券 7,982,357 5,785,500
差入保証金 12,209,549 14,071,939
金銭の信託 5,910,000 4,510,000
その他 1,994,750 790,809
貸倒引当金 △21,950 △41,725
流動資産合計 35,332,704 32,620,451

固定資産
有形固定資産 4,198,979 4,205,545
無形固定資産 20,101 17,407
投資その他の資産
   その他 3,955,797 4,054,169
   貸倒引当金 △924,680 △902,340
   投資その他の資産合計 3,031,117 3,151,829
固定資産合計 7,250,198 7,374,781

資産合計 42,582,902 39,995,232
負債の部

流動負債
買掛金 628 －
委託者未払金 281,720 288,442
短期借入金 718,600 618,600
未払法人税等 227,950 535,626
賞与引当金 127,427 199,716
預り証拠金 9,933,746 11,065,202
預り証拠金代用有価証券 7,982,357 5,785,500
預り取引保証金 5,608,214 4,357,766
金融先物取引保証金 2,914,144 1,983,855
その他 885,376 713,344
流動負債合計 28,680,165 25,548,055

固定負債
社債 1,352,812 2,005,416
長期借入金 83,500 92,800
退職給付引当金 498,334 407,369
役員退職慰労引当金 245,630 271,000
その他 147,118 148,926
固定負債合計 2,327,395 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 461 216
特別法上の準備金合計 269,779 269,534

負債合計 31,277,340 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 8,747,735 8,566,793
自己株式 △222,854 △185,787
株主資本合計 11,351,460 11,207,586

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △44,009 41,325
為替換算調整勘定 △31,176 △30,183
評価・換算差額等合計 △75,186 11,141

少数株主持分 29,287 33,403
純資産合計 11,305,561 11,252,131

負債純資産合計 42,582,902 39,995,232
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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 2,172,186
売買損益 1,120,631
その他 52,539
営業収益合計 3,345,357

営業費用
販売費及び一般管理費 2,956,662
営業費用合計 2,956,662

営業利益 388,695
営業外収益

受取利息 54,769
受取配当金 11,820
為替差益 25,451
社債償還益 11,898
その他 18,462
営業外収益合計 122,403

営業外費用
支払利息 16,214
貸倒引当金繰入額 3,680
その他 4,569
営業外費用合計 24,464

経常利益 486,634
特別利益

投資有価証券売却益 10,142
特別利益合計 10,142

特別損失
金融先物取引責任準備金繰入額 245
投資有価証券売却損 3,059
投資有価証券評価損 999
固定資産除売却損 7,242
特別損失合計 11,546

税金等調整前四半期純利益 485,231
法人税等 222,435
少数株主損失（△） △3,704
四半期純利益 266,500
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  (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 1,057,002
売買損益 963,118
その他 28,489
営業収益合計 2,048,610

営業費用
販売費及び一般管理費 1,502,248
営業費用合計 1,502,248

営業利益 546,362
営業外収益

受取利息 44,902
社債償還益 11,898
その他 4,887
営業外収益合計 61,688

営業外費用
支払利息 8,140
為替差損 7,714
その他 1,316
営業外費用合計 17,171

経常利益 590,879
特別利益

貸倒引当金戻入額 8,820
特別利益合計 8,820

特別損失
金融先物取引責任準備金繰入額 245
投資有価証券売却損 3,059
固定資産除売却損 7,129
特別損失合計 10,433

税金等調整前四半期純利益 589,265
法人税等 258,013
少数株主損失（△） △1,537
四半期純利益 332,789
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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利益 485,231
減価償却費 74,927
固定資産除売却損益（△は益） 7,242
貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,565
賞与引当金の増減額（△は減少） △72,288
退職給付引当金の増減額（△は減少） 90,965
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 △66,590
社債償還益 △11,898
支払利息 16,214
為替差損益（△は益） △14,284
投資有価証券売却損益（△は益） △7,083
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） △50,111
差入保証金の増減額（△は増加） 1,862,389
金銭の信託の増減額（△は増加） △1,400,000
預り証拠金の増減額（△は減少） △1,131,456
預り取引保証金の増減額（△は減少） 1,250,447
金融先物取引保証金の増減額（△は減少） 930,289
その他の売上債権の増減額（△は増加） △62,604
たな卸資産の増減額（△は増加） △63,759
委託者未払金の増減額（△は減少） △6,722
その他の仕入債務の増減額（△は減少） 628
その他 △1,053,882
小計 755,845
利息及び配当金の受取額 23,573
利息の支払額 △17,138
法人税等の支払額 △526,005
営業活動によるキャッシュ・フロー 236,275

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 △252,883
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 △52,142
無形固定資産の取得による支出 △2,466
無形固定資産の売却による収入 6
投資有価証券の取得による支出 △6
投資有価証券の売却による収入 12,452
貸付けによる支出 △1,601
貸付金の回収による収入 7,042
投資活動によるキャッシュ・フロー △308,252

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 300,000
短期借入金の返済による支出 △200,000
長期借入金の返済による支出 △9,300
社債の償還による支出 △639,575
自己株式の取得による支出 △37,067
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 △238
財務活動によるキャッシュ・フロー △672,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △758,840
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 5,705,418
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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 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） 

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 9 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 9 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10



豊商事(株) （8747）  平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 

6. その他の情報 

重要な後発事象 

重要な営業の譲渡 

1.  譲渡する営業の内容 

当社とドットコモディティ株式会社は、平成20年10月23日付けで、当社の主たる事業である商品先物取引のうち、

インターネット上でのオンライン取引部門「フューチャーズ・ダイレクト (略称：FD)」に関する一連の営業上の権利

を譲渡する旨、契約を締結しております。   

2.  譲渡する相手会社の名称 

     名称      ドットコモディティ株式会社 

     本店所在地   東京都渋谷区恵比寿一丁目 21 番 8号 

     代表者     代表取締役社長  舟田 仁 

3.  譲渡する部門の直近期の経営成績 

   譲渡する FD 部門の平成 20 年 3 月期及び当第 2 四半期連結累計期間の経営成績は下記のとおりであります。 

平成 20 年 3月期実績 

       営業収益  88 百万円    (営業収益全体に占める比率  1.06%) 

       当第 2 四半期連結累計期間実績 

        営業収益  33 百万円     (営業収益全体に占める比率  0.98%)   

4. 譲渡する資産・負債の金額 

譲渡する資産及び負債はありません。   

     なお、顧客から受け入れている取引証拠金（当第 2四半期連結会計期間末現在残高 1,183 百万円）と、株式会社

日本清算機構に分離保管している同額の差入保証金は、譲渡日にそれぞれ移管される予定であります。 

 5.  譲渡する時期 

平成 20 年 11 月 29 日  

6.  譲渡価額 

譲渡価額は、当社から移管した顧客の譲渡日より平成 21 年 3 月末までの売買実績を勘案して、平成 21 年 3 月末

に決定します。 

7. 業績に与える影響 

6. に記載のとおり、譲渡価額が平成 21 年 3月末に決定いたしますが、当期の業績に与える影響は軽微でありま

す。 

 

11



  豊商事(株) （8747）　　平成21年3月期　第2四半期決算短信

　「参考資料」

前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)

金額（千円）

Ⅰ　営業収益 3,709,102

Ⅱ　営業費用 3,198,126

     営業利益 510,975

Ⅲ　営業外収益 60,740

Ⅳ　営業外費用 33,546

     経常利益 538,169

Ⅴ　特別利益 585,065

Ⅵ　特別損失 607,777

    税金等調整前四半期純利益 515,457

    法人税等 227,737

    少数株主損失 △358

    中間純利益 288,079
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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)

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 515,457
減価償却費 66,562
固定資産売却益 △ 103,653
固定資産除売却損 22,122
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 281,108
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 45,000
退職給付引当金の増減額（△は減少） 83,826
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 △ 41,807
支払利息 16,099
投資有価証券売却益 △ 308,119
委託者未収金の増減額（△は増加） 435,709
差入保証金の増減額（△は増加） △ 1,193,452
金銭の信託の増減額（△は増加） 2,800,000
委託者先物取引差金(借方)の増減額（△は増加） 140,617
預り証拠金の増減額（△は減少） 865,205
預り取引保証金の増減額（△は減少） △ 2,752,246
金融先物取引保証金の増減額（△は減少） 307,883
その他の売上債権の増減額（△は増加） △ 2,886
たな卸資産の増減額（△は増加） 23,128
委託者未払金の増減額（△は減少） △ 78,707
その他の仕入債務の増減額（△は減少） 8,401
その他 697,253
小計 1,446,283
利息及び配当金の受取額 31,423
利息の支払額 △ 16,617
法人税等の支払額 △ 6,599
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,454,490

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 2,749
有価証券の取得による支出 △ 200,000
有形固定資産の取得による支出 △ 26,246
有形固定資産の売却による収入 174,484
無形固定資産の取得による支出 △ 6,597
投資有価証券の売却による収入 402,023
貸付けによる支出 △ 40,060
貸付金の回収による収入 28,493
連結範囲の変更に伴う関係会社売却により支出 △ 3,410
その他 △ 90,389
投資活動によるキャッシュ・フロー 241,046

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 1,400,000
短期借入金の返済による支出 △ 800,000
長期借入金の返済による支出 △9,300
自己株式の取得による支出 △ 87,500
配当金の支払額 △ 87,484
少数株主への配当金の支払額 △ 3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 412,715

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,110
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,107,142
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,893,472
Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △ 39,402
Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 5,961,212
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