
平成 21 年 1 月 30 日 

各 位 

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 金丸 貴行 

（証券コード 8704 大証ヘラクレス） 

問合せ先 常務取締役 山田 順一 

（TEL 03-5114-0344（代表）） 

 

通期（連結・個別）業績予想の修正と特別損失の発生および収支改善施策のお知らせ 

 

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 20 年 10 月 29 日に公表した平成 21 年３月期（平成 20 年４月１日

～平成21年３月31日）の通期の連結・個別業績予想を下記のとおり修正しましたので、今後の業績向上に

向けた当社グループの収支改善の取組み施策についてもお知らせ致します。 

 
 

記 
 

１．平成 21 年３月期通期の業績予想の修正 

(1) 平成 21 年３月期連結の業績予想値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 
営業収益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

前回発表予想 (A) 4,800 △200 △600 △2,513 円 57 銭 

今回修正予想 (B) 4,300 △850 △1,750 △7,331 円 26 銭 

増減額 (B-A) △500 △650 △1,150 △4,817 円 69 銭 

増減率 (%) △10.4% ― ― ― 

（ご参考）前期末実績 

（平成 20 年３月期末） 
5,483 732 59 249 円 43 銭 

 

(2) 平成 21 年３月期個別の業績予想値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 
営業収益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

前回発表予想 (A) 600 40 △760 △3,183 円 85 銭 

今回修正予想 (B) 600 40 △960 △4,021 円 72 銭 

増減額 (B-A) ― ― △200 837 円 87 銭 

増減率 (%) ― ― ― ― 

（ご参考）前期末実績 

（平成 20 年３月期末） 
791 272 199 838 円 01 銭 

 



(3) 当第３四半期連結会計期間における特別損失発生項目（平成 20 年 10 月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

計上会計項目名 金額 主な内容 

事業整理損 128 
連結子会社の廃業にともなう 

損失および損失見込額の計上 

減損損失 123 連結子会社の廃業にともなう資産の減損 

金融商品取引責任準備金繰入 3 準備金の積み増し 

その他の特別損失 79 システム開発中止に伴う違約金 

その他の特別損失 64 リース解約に伴う違約金 

特別損失 計 （当第３連結会計期間） 399  

 

２．業績予想の修正の理由 

(1) 平成 21年３月期連結の業績予想値の修正 

当社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 12 月 1日をもって事業

廃止したことに伴い、当第３四半期連結会計期間において前回予想値で見込んでいた額以上に事業

整理関係の損失を計上致しました。（金額等の詳細については、１－(3)をご参照ください。）また、

当社グループの連結子会社であるトレイダーズ証券株式会社が、当第３四半期連結会計期間に起き

た株式相場の急落に伴い発生した多額の顧客立替金に対して貸倒引当金約 332 百万円を計上致しま

した。この結果、当第３四半期連結累計期間においては、前回公表しました通期の連結業績予想値

を下回る実績となりました。 

このような状況を受け、当社は当第３四半期連結累計期間における実績をベースとして、顧客預

り資産の見積り額の推移を修正し、今後の収益予想値を再検討し、本書記載のとおり平成 21年３月

期通期の連結業績予想値を修正致しました。 

 

(2) 平成 21年３月期個別の業績予想値の修正 

上記のとおり、当社グループの連結子会社であるトレイダーズＦＸ株式会社は、業績不振による

純資産額の減少により廃業致しました。このため、関係会社株式を保有する当社は、当第３四半期

会計期間に、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への貸倒引当金計上等に

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値を修正致

しました。 

 

３．今後の方針【収支改善施策】 

当社グループは平成 21 年 3 月期第 3四半期連結累計期間決算において、総額約 14 億円の当期純

損失を計上する見込みです。昨今の経済情勢の激変は想定の範囲を大きく超えており、経営環境は

いっそう厳しさを増しております。 

当社グループとしてはこの外部環境が当面の間継続するとの認識の下、経営体質の一段の強化を

図るために、以下の収支改善施策の実施を決定致しました。 

 

(1) 諸経費削減の取組み 

諸経費を徹底的に見直し圧縮を図ります。 



 

(2) 役員報酬のカット及び従業員給与のカット 

平成 21 年２月より、以下にお示しするとおり、役員報酬の 大 50%カットを行います。併せて、

従業員給与の 大 15%カットを実施し、 大約 25百万円(今期平成 21 年３月期分約 10百万円、来期

平成 22 年３月期分約 15 百万円)(連結決算ベース)の従業員人件費削減効果を見込んでおります。こ

れらにより人件費の圧縮を図ります。 

 

役職名 氏名 報酬カット幅 期間 

社長 金丸 貴行 50％カット 平成 21 年 6 月末まで 

取締役 斎藤 正敏 50％カット 同上 

副社長 勝屋 義郎 40％カット 同上 

常務取締役 山田 順一 35％カット 同上 

取締役 岡本 宗太郎 35％カット 同上 

※斎藤 正敏氏は本日付で取締役となります。（詳細については、(5)をご参照ください。） 

 

(3) 外国為替証拠金取引の収益力アップ 

カバー手法の精緻化・効率化を図り、カバーコストの低減化を実現致します。 

 

(4) 証券業務の業容拡大 

当社グループの強みであるシステムトレードの一層の啓蒙を行い、顧客基盤の拡充を図ります。

また、金融商品仲介業者を活用した顧客基盤のさらなる拡充を図ります。 

 

(5) 経営陣の刷新 

当社代表取締役を本日付で交代致しました。また、当社の中核となるトレイダーズ証券株式会社

の代表取締役も本日付で交代致しました。（本日別途開示しております「代表取締役の異動及び取締

役候補者の決定に関するお知らせ」をご参照ください。）なお、当社の経営陣については 3 月 30 日

に予定している臨時株主総会により刷新致します。これにより、当社グループとしては新経営陣の

もと早期に経営再生プランを作成し、早急に経営体質の改善に取組みます。 

以上 

 

(注) 本書に記載する業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。 


