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特別損失の発生および通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成21年１月30日付当社「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」にて発表いたしました平成 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・個別業績予想について、下記のとおり修正しましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．特別損失の発生について 
(１)  投資有価証券評価損（連結・個別） 

「その他有価証券」に区分される保有投資有価証券に関して、今後の見通しおよび財務

状況等を精査した結果、帳簿価額に比べ実質価額が著しく下落し、その回復の可能性が認

められない銘柄について、投資有価証券評価損 81 百万円（未上場有価証券 79 百万円、上

場有価証券１百万円）を特別損失として計上する見込みとなりました。 
 
平成 21 年３月期の投資有価証券評価損の総額（見込み） 
 連結 個別 
（Ａ）平成 21 年３月期（平成 20 年４月１

日～平成 21 年３月 31 日）の有価証

券評価損の総額 
81 百万円 81 百万円

（Ｂ）平成 20 年３月期末の純資産額 
（Ａ／Ｂ×100） 

5,586 百万円

（1.5%）

5,645 百万円

（1.4%）

（Ｃ）平成 20 年３月期末の経常利益額 
（Ａ／Ｃ×100） 

732 百万円

（11.1%）

272 百万円

（29.8%）

（Ｄ）平成 20 年３月期末の当期純利益額 
（Ａ／Ｄ×100） 

59 百万円

（136.6%）

199 百万円

（40.6%）

 
（参考）①当社の決算期（事業年度の末日）は３月 31 日であります。 
    ②上記（Ａ）の金額は見込み額であり、実際の金額は、今後の集計によって見込み額と

異なる結果となる可能性があります。 
    ③当社は有価証券の減損処理に際し、洗替法を適用しております。 
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（２）リース取引解約違約金、固定資産除却損（連結） 
当社連結子会社であるトレイダーズ証券株式会社において、システムの洗い替え、使用中

止などに伴い、リース取引解約違約金 25 百万円、固定資産除却損 32 百万円を特別損失とし

て計上する見込みとなりました。 
 

(注) ただし、当第３四半期連結累計期間において見込み額にて計上していた、当社連結子会社

であるトレイダーズＦＸ株式会社の事業廃止（平成 20 年 12 月１日）に伴う事業整理損失

引当金のうち 17 百万円が見積もりの見直しにより減額となり、トレイダーズ証券株式会社

におけるシステム開発中止関連の特別損失 18 百万円が実額確定に基づき減額となったた

め、当連結会計期間における特別損失の総額は 878 百万円（当第３四半期連結累計期間 765
百万円から 112 百万円の純増）となる見込みであります。 

 
２．業績修正および修正理由について 
（１） 連結業績予想の修正および修正理由について 
平成 21 年３月期連結（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株あたり 
当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 4,300 △850 △1,750 △7,331 円 26 銭

今回修正予想（Ｂ） 4,447 △735 △1,611 △6,755 円 90 銭

増減額（Ｂ－Ａ） 147 115 139 575 円 36 銭

増減率（%） 3.4% ― ― ―

（ご参考） 
前期実績（平成 20 年３月期） 5,483 732 59 249 円 43 銭

 
連結営業収益は、前回予想を 147 百万円上回り 4,447 百万円となる見込みです。これは主に、

証券取引事業において、当連結会計年度末に向けて証券市場がやや回復傾向を示したことが後押

しとなり、顧客との取引高が前回予想時の数値を上回って推移したことなどによるものでありま

す。 
連結経常損失は、前回予想を 115 百万円上回り 735 百万円となる見込みです。これは主に、

営業収益の上ぶれによるものであります。 
連結当期純損失は、前回予想を 139 百万円上回り 1,611 百万円となる見込みです。これは主

に、「１．特別損失の発生について」のとおり特別損失が 112 百万円増加するのに対して、上記

の経常損失の上ぶれに加えて、税金費用が前回予想から 144 百万円下回り 95 百万円となること

などによるものであります。 
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（２） 個別業績予想の修正および修正理由について 
平成 21 年３月期連結（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株あたり 

当期純利益 
前回発表予想（Ａ） 600 40 △960 △4,021 円 72 銭

今回修正予想（Ｂ） 609 61 △1,025 △4,309 円 62 銭

増減額（Ｂ－Ａ） ９ 21 △65 △287 円 90 銭

増減率（%） 1.6% 53.0% ― ―

（ご参考） 
前期実績（平成 20 年３月期） 791 272 199 838 円 01 銭

 
個別営業収益は、前回予想を９百万円上回り 609 百万円となる見込みです。 
個別経常利益は、前回予想を 21 百万円上回り 61 百万円となる見込みです。これは主に、営

業収益の上ぶれに加えて、人件費の圧縮を始めとする諸経費削減施策が奏効したものであります。 
個別当期純損失は、前回予想を 65 百万円下回り 1,025 百万円となる見込みです。これは主に、

上記、経常利益の上ぶれに対して、「１．特別損失の発生について（１）投資有価証券評価損」

に記載のとおり、投資有価証券評価損 81 百万円を計上したことによるものであります。 
 
 

以上 
 
 
ご注意：本資料に記載しております業績に関する予想数値は、いずれも本資料の発表日現在にお

いて入手可能な情報による判断および仮定に基づくものであり、実際の業績は当該予想

と異なる場合がありますので、予めご了解ください。 


