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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,677 ― △179 ― △122 ― △223 ―

20年3月期第3四半期 2,010 △11.4 △90 ― △32 ― △300 ―

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3四半期 △32.54 ―

20年3月期第3四半期 △43.77 ―

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3四半期 9,391 5,865 62.5 854.97
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3四半期  5,865百万円 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  

（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  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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  6,860,000株 20年3月期第3四半期  6,860,000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３四半期連結累計期間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、12 月末には１

バーレル 44.60 ドルとなるなど乱高下いたしました。特に９月の米リーマンブラザーズ破綻以降は、金

融危機が実体経済に波及し、世界的な景気悪化に伴う需要減少予測などから、ほぼすべての商品価格が

下落いたしました。 

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、相場の激しい変動と景

気悪化による個人投資家の市場離れもあり、当第３四半期連結累計期間の全国商品取引所の出来高合計

は 3,662 万枚（前年同期比 33.1％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３四半期連結累計期間の業績は、営業収益 1,677 百万円（前年同期比 16.6％減）、

営業費用 1,806 百万円（前年同期比 14.0％減）、営業損失 179 百万円（前年同期は営業損失 90 百万円）、

経常損失 122 百万円（前年同期は経常損失 32 百万円）、第３四半期純損失 223 百万円（前年同期は四

半期純損失 300 百万円）となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、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３四半期連結累計期間の投資関連サービス事業の営業収益は 1,603 百万円（前年同期比 20.2％

減）、営業損失 145 百万円（前年同期は営業損失 90 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３四半期連結累計期間

の受取手数料は 976 百万円（前年同期比 11.2％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 421 百万円（同 44.5％減）、貴金属市場が 348 百万円（同 29.2％増）、石油市場が 189 百

万円（同 237.8％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により、第２四半期（３ヶ月）でやや苦

戦したものの、第３四半期（３ヶ月）は好転し、当第３四半期連結累計期間の売買益は 612 百万円

（前年同期比 32.6％減）となりました。主な市場別の売買益は農産物市場が 266 百万円（同 65.1％

減）、貴金属市場が 203 百万円（同 128.1％増）、石油市場が 75 百万円（同 251.1％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３四半期連結累計期間の受取手数料は 15 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３四半期連結

累計期間の業績は、景気の悪化で伸び悩み、売上高 73 百万円、営業損失 36 百万円となりました。 

 なお、太陽光発電システム設置に対する国の補助金制度が平成 21 年１月から、東京都の補助金制度が

４月から開始されるため、今後、業績は改善していくものと考えております。 

 

（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３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1,093 百万円減少し 9,391 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 742 百万円減少し 3,526 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 188 百万円、その他有

価証券評価差額金の減少 58 百万円などにより、前連結会計年度末に比べ 350 百万円減少し 5,865 百万円

となりました。 

これらの結果、自己資本比率は 62.5％（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３四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 188 百万円などにより、前連結会計年度末に比べ 248 百万円減少し、当第３四半

期末には 686 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 309 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 188

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 128 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）51 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３四半期連結累計期間の業績は、営業収益 1,677 百万円（通期予想の 79.9％）、営業損失 179

百万円（通期予想は営業損失 180 百万円）、経常損失 122 百万円（通期予想は経常損失 105 百万円）、

第３四半期純損失 223 百万円（通期予想は純損失 170 百万円）となっております。 

第４四半期（３ヶ月）の業績につきましては、世界的な金融不安、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、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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,497,079 3,780,603

委託者未収金 18,330 13,480

売掛金 6,290 －

有価証券 20,000 119,935

差入保証金 1,947,535 2,355,409

委託者先物取引差金 739,667 763,046

その他 349,948 454,815

貸倒引当金 △7,575 △5,518

流動資産合計 6,571,275 7,481,773

固定資産   

有形固定資産 957,444 960,273

無形固定資産 64,290 56,057

投資その他の資産   

その他 1,838,312 2,032,715

貸倒引当金 △39,846 △46,008

投資その他の資産合計 1,798,466 1,986,706

固定資産合計 2,820,202 3,003,037

資産合計 9,391,477 10,484,810

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,780 －

未払法人税等 6,233 7,902

預り証拠金 2,712,556 3,203,741

その他 151,003 217,598

流動負債合計 2,877,573 3,429,242

固定負債   

退職給付引当金 153,908 186,145

商品取引事故引当金 45,000 69,643

その他 348,999 498,014

固定負債合計 547,908 753,804

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 100,895 86,101

特別法上の準備金合計 100,895 86,101

負債合計 3,526,376 4,269,148
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,244,821 4,536,673

株主資本合計 5,757,661 6,049,513

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,439 166,148

評価・換算差額等合計 107,439 166,148

純資産合計 5,865,101 6,215,662

負債純資産合計 9,391,477 10,484,810
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

受取手数料 991,280

売買損益 612,689

売上高 73,170

営業収益合計 1,677,139

売上原価 50,324

営業総利益 1,626,815

営業費用  

取引所関係費 88,942

人件費 1,130,522

貸倒引当金繰入額 5,109

商品取引事故引当金繰入額 12,000

その他 569,559

営業費用合計 1,806,132

営業損失（△） △179,317

営業外収益  

受取利息 16,538

受取配当金 8,378

地代家賃 48,276

その他 1,312

営業外収益合計 74,505

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 2,403

賃貸料原価 15,496

営業外費用合計 17,900

経常損失（△） △122,712

特別利益  

貸倒引当金戻入額 800

投資有価証券売却益 40,133

特別利益合計 40,933

特別損失  

商品取引責任準備金繰入額 14,793

退職特別加算金 61,580

その他 30,131

特別損失合計 106,505

税金等調整前四半期純損失（△） △188,284

法人税、住民税及び事業税 4,061

法人税等調整額 35,406

法人税等合計 39,468

少数株主損失（△） △4,500

四半期純損失（△） △223,252
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

受取手数料 361,701

売買損益 242,261

売上高 52,980

営業収益合計 656,943

売上原価 36,432

営業総利益 620,510

営業費用  

取引所関係費 30,326

人件費 380,310

貸倒引当金繰入額 △864

商品取引事故引当金繰入額 12,000

その他 181,551

営業費用合計 603,324

営業利益 17,185

営業外収益  

受取利息 5,311

受取配当金 554

地代家賃 16,188

その他 245

営業外収益合計 22,299

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 618

賃貸料原価 2,847

営業外費用合計 3,466

経常利益 36,018

特別利益  

貸倒引当金戻入額 153

特別利益合計 153

特別損失  

投資有価証券評価損 15,767

商品取引責任準備金繰入額 2,771

その他 445

特別損失合計 18,984

税金等調整前四半期純利益 17,187

法人税、住民税及び事業税 1,359

法人税等調整額 7,879

法人税等合計 9,239

四半期純利益 7,948
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △188,284

減価償却費 50,997

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,105

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,236

商品取引事故引当金の増減額（△は減少） △24,643

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 △24,916

投資有価証券売却損益（△は益） △39,902

投資有価証券評価損益（△は益） 15,767

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 14,793

委託者未収金の増減額（△は増加） 3,804

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

23,379

差入保証金の増減額（△は増加） 402,273

預り証拠金の増減額（△は減少） △471,182

未払金の増減額（△は減少） △12,918

その他の売上債権の増減額（△は増加） △6,290

その他の仕入債務の増減額（△は減少） 7,780

その他 60,320

小計 △332,105

利息及び配当金の受取額 27,947

法人税等の支払額 △10,771

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 △309,139

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 △22,041

無形固定資産の取得による支出 △29,020

投資有価証券の取得による支出 △20,704

投資有価証券の売却による収入 91,739

出資金の回収による収入 12,000

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 △7,599

投資活動によるキャッシュ・フロー 128,874

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 △68,544

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,809

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 686,943
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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 

① 事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間（自平成 20 年 10 月１日 至平成 20 年 12 月 31 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 603,962 52,980 656,943 － 656,943

営業利益又

は営業損失 

（△） 

31,215 △15,219 15,996 （1,189） 17,185

 

当第３四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年 12 月 31 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 1,603,969 73,170 1,677,139 － 1,677,139

営業損失 

（△） 
△145,153 △36,313 △181,466 （2,149） △179,317

 

② 所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間（自平成 20 年 10 月１日 至平成 20 年 12 月 31 日）及び当第３四半期連結

累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年 12 月 31 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。 

 

③ 海外売上高 

当第３四半期連結会計期間（自平成 20 年 10 月１日 至平成 20 年 12 月 31 日）及び当第３四半期連結

累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年 12 月 31 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) 四半期連結損益計算書 

前年同四半期連結累計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年 12 月 31 日） 区分 

金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 営業収益  

１．受取手数料 1,100,644  

２．売買損益 909,500 2,010,145 100.0 

Ⅱ 営業費用 2,100,764 104.5 

営業損失（△） △90,619 △4.5 

Ⅲ 営業外収益  

１．受取利息 13,332  

２．受取配当金 6,756  

３．賃貸料収入 49,284  

４．その他 4,657 74,031 3.7 

Ⅳ 営業外費用  

１．支払利息 264  

２．貸倒引当金繰入額 4  

３．賃貸料原価 15,554 15,823 0.8 

経常損失（△） △32,412 △1.6 

Ⅴ 特別利益  

１．投資有価証券売却益 315 315 0.0 

Ⅵ 特別損失  

１．商品取引責任準備金繰入額 8,393  

２．早期退職特別加算金 19,000  

３．役員積立保険解約損 31,493  

４．投資有価証券売却損 2,322 61,210 3.0 

税金等調整前四半期純損失（△） △93,306 △4.6 

法人税、住民税及び事業税 4,019  

法人税等調整額 202,944 206,963 10.3 

四半期純損失（△） △300,270 △14.9 
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前年同四半期連結累計期間

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19年 12月 31日）
区分 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失（△） △93,306

減価償却費 47,473

貸倒引当金の増加額 23,625

退職給付引当金の減少額 △11,706

役員退職慰労引当金の増加額 14,863

長期未払金の減少額 △70,633

商品取引責任準備金の増加額 8,393

商品取引責任準備預金の減少額 26,673

投資有価証券売却益 △315

投資有価証券売却損 2,322

受取利息及び受取配当金 △20,089

支払利息 264

委託者未収金の増加額 △22,728

委託者先物取引差金（借方）の減少額 464,614

差入保証金の減少額 4,382

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 △458,541

未払金の減少額 △23,756

その他 155,364

小計 △3,099

利息及び配当金の受取額 19,984

利息の支払額 △264

法人税等の支払額 △4,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,600

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 △24,027

無形固定資産の取得による支出 △16,217

投資有価証券の売却による収入 51,439

投資有価証券の取得による支出 △62,812

その他 △4,223

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,841

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増加額 60,000

配当金の支払額 △102,156

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,156

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △85,397

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四半期末残高 1,426,761
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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】 

前年同四半期連結累計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 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】 

前年同四半期連結累計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 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】 

前年同四半期連結累計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 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12月31日 

当第３四半期 
自平成20年４月１日 
至平成20年12月31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 760,834 69.1 421,967 42.6 1,010,927 68.2

 砂 糖 市 場 7,549 0.7 5,636 0.6 9,123 0.6

 貴 金 属 市 場 269,436 24.5 347,929 35.1 376,109 25.4

 ゴ ム 市 場 4,913 0.4 10,616 1.1 7,865 0.5

 ア ル ミ ニ ウ ム 市 場 4 0.0 199 0.0 1,027 0.0

 石 油 市 場 51,338 4.7 188,433 19.0 68,627 4.6

小   計 1,094,076 99.4 974,783 98.4 1,473,681 99.3

現金決済先物取引   

 石 油 市 場 4,765 0.4 1,110 0.1 5,403 0.4

 貴 金 属 市 場 37 0.0 219 0.0 131 0.0

小   計 4,802 0.4 1,330 0.1 5,534 0.4

商

品

先

物

取

引 

商品先物取引計 1,098,879 99.8 976,114 98.5 1,479,216 99.7

商品ファンドの販売 1,047 0.1 － － 1,089 0.1

生命保険・損害保険の募集 717 0.1 15,166 1.5 2,474 0.2

合      計 1,100,644 100.0 991,280 100.0 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12月31日 

当第３四半期 
自平成20年４月１日 
至平成20年12月31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 763,988 84.0 266,625 43.5 631,349 81.7

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

貴 金 属 市 場 89,277 9.8 197,946 32.3 77,766 10.0

ゴ ム 市 場 35,344 3.9 67,233 11.0 48,455 6.3

ア ル ミ ニ ウ ム 市 場 － － － － － －

石 油 市 場 20,475 2.3 68,852 11.2 16,968 2.2

小   計 908,565 99.9 600,657 98.0 774,020 100.1

現金決済先物取引    

石 油 市 場 935  0.1 6,326 1.1 △  890 △ 0.1

貴 金 属 市 場 － － 5,705 0.9 － －

商

品

先

物

取

引 

  小   計 935 0.1 12,031 2.0 △  890 △ 0.1

合      計 909,500 100.0 612,689 100.0 773,130 100.0

 

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12月31日 

当第３四半期 
自平成20年４月１日 
至平成20年12月31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 － － 73,170 100.0 － －
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