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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 3,585 △22.2 △286 ― △287 ― △158 ―

21年3月期第3四半期 4,605 ― 313 ― 427 ― 166 ―

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

22年3月期第3四半期 △19.09 ―

21年3月期第3四半期 19.53 14.78

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

22年3月期第3四半期 43,917 10,465 23.8 1,267.87
21年3月期 35,951 10,685 29.7 1,279.57

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,451百万円 21年3月期  10,673百万円

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22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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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。 
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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）  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、３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 

当社の事業の特性上、市場市況、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ける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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 8,897,472株 21年3月期  8,897,472株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  654,352株 21年3月期  556,096株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 8,280,621株 21年3月期第3四半期 8,520,360株

豊商事(株)(8747）平成22 年3 月期第3 四半期決算短信

2



 
 
 

豊商事(株)(8747）平成 22 年 3 月期第 3 四半期決算短信 
 
        

【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我が国経済は、ロンドン金融サミットにおいて世界的な財政拡大措置
で意見が一致したことから景気回復期待がふくらみ、日経平均株価も昨年度末の急落場面から大きく
反発、10,000 円の大台を回復するに至りました。その後は米雇用統計の悪化から下押される場面もあ
りましたが、欧米株式市場の上昇を好感し再び 10,000 円台を回復、中盤は比較的安定した推移となり
ました。その後は有効な景気対策が見えてこないことから株式市場が低迷、円高の影響を受けて下落
に拍車をかけました。しかし 12 月にはいると円安をきっかけに反発、日経平均株価も 10,500 円台を
回復するに至りました。 

 商品相場は、ニューヨーク原油が景気回復期待や株高を受けて上昇し、70 ドル台まで値を戻しま
した。株価の修正に追随し下値を探る場面もありましたが概ね堅調に推移、国内エネルギー市場も同
様に上昇場面となり、年末にはニューヨーク原油在庫の大幅な減少を背景に上伸局面となりました。 
金は原油価格上昇や株高・ドル安を背景に 6 月上旬まで堅調に推移しましたが、その後は米国雇用

統計など経済指標の悪化から世界的景気回復は時期尚早との見方が強まり下落場面となりました。後
半に入ると株式市場の上昇を受けて反発、国内市場は抵抗線であった 3,000 円を上抜くとテクニカル
買いが誘発されて上昇、年末にかけては急伸に対する調整場面となりましたが、高値圏を維持しまし
た。白金は触媒需要が増大するとの期待感から上昇して始まりましたが、米国自動車大手クライスラ
ー、ＧＭの連邦破産申請の影響が意識され下落場面となりました。しかしその後は、景気回復に対す
る期待感から上昇、また白金ＥＴＦ上場による新たな需要に対する期待感も手伝って堅調な動きとな
りました。 

 ゴムは中国など新興国中心に景気回復期待が高まり、堅調に始まりましたが、円高に上値を抑えら
れ 150～180 円のボックスで推移しました。その後は中国での新車販売台数の好調な伸び率と、主要
生産国での減産のニュースから上伸、底堅い産地価格にも支えられ年末には 275 円台を示現しました。 
穀物は米国中西部の主産地において雨が多い天候だったため、作付け遅延に繋がるとの見方からシ

カゴ市場が堅調に推移、国内市場のトウモロコシ、大豆ともその後を追いかける形となり 6 月中旬ま
で堅調に推移しました。その後は生育に適した天候推移となったことからトウモロコシ・大豆が急落、
作付面積の再調査の報から反発する場面もみられましたが、時間の経過と共に豊作が確定的となり下
値を追う展開となりました。後半は産地での収穫遅れを材料に反発、国内市場も追随する形で概ね堅
調な動きとなりました。 
ドル円相場は、リーマンショック以降のリスク回避的な円買いが一巡し、100 円台でのスタートと

なり、101 円半ばまで上昇しました。しかし、世界的な景気回復期待から株式市場や新興国通貨が買
われ始めると、昨秋から続いたドル買いから一転し、ドル円は緩やかにドル下落傾向となりました。
11 月には行政当局の円高容認発言を契機に円高の流れが加速し、1995 年 7 月以来となる 84 円 85 銭
まで円高が進行しました。しかし米国の利上げ期待が強まるにつれ、年末にかけてはドルを買い戻す
動きが見られ、93 円台を回復、ドル高円安の動きとなりました。 
このような環境のもとで、当社グループにおける当第３四半期連結累計期間の売買高は 2,718 千枚

(前年同期比 14.6％減)となり、受取手数料は 3,589 百万円(同 28.4％増)、売買損益は 51 百万円の損失
(前年同期は 1,726 百万円の利益)となりました。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結営業収益は 3,585 百万円(同 22.2％減)となり、経常

損失は 287 百万円(前年同期は 427 百万円の経常利益)、四半期純損失は 158 百万円(前年同期は 166 百
万円の四半期純利益)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「５ 四半期連結財務諸表」の「(５）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 事業部門別業績 
・商品先物取引関連事業 
当事業において、受取手数料は 3,589 百万円(前年同期比 28.4％増)、売買損益は 51 百万円の損

失(前年同期は 1,726 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 3,549 百万円
(同 22.3％減)、営業損失は 286 百万円(前年同期は 311 万円の営業利益)となりました。 
・不動産管理業 
当事業において、営業収益は 35 百万円(同 3.5％減)、営業利益は 0 百万円(同 84.6％減)となりま

した。 
② 所在地別業績 
・日本 
国内では、営業収益は 3,546 百万円(前年同期比 22.9％減)、営業損失は 288 百万円(前年同期は

340 百万円の営業利益)となりました。 
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・東南アジア 
東南アジアでは、営業収益は 39 百万円(同 341.8％増)、営業利益は 2 百万円(前年同期は 22 百万

円の営業損失)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３四半期連結累計期間末の資産総額は 43,917 百万円、負債総額は 33,451 百万円、純資産は
10,465 百万円となっております。当第３四半期連結累計期間末の資産総額 43,917 百万円は前連結
会計年度末 35,951 百万円に比べて 7,965 百万円増加しておりますが、この内訳は流動資産が
7,359 百万円、固定資産が 605 百万円それぞれ増加となっており、主に「保管有価証券」1,908 百
万円、「差入保証金」8,156 百万円それぞれ増加し、「金銭の信託」1,397 百万円の減少となって
おります。負債総額 33,451 百万円は、前連結会計年度末 25,266 百万円に比べて 8,185 百万円増加
しておりますが、この内訳は、流動負債が 8,911 百万円増加し、固定負債が 726 百万円の減少とな
り、主に「預り証拠金代用有価証券」1,858 百万円、「金融商品取引保証金」9,707 百万円それぞ
れ増加し、「預り証拠金」1,461 百万円、「預り取引保証金」1,458 百万円、「社債」1,061 百万円
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３四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、差入保証金の増加及び預り取引保証金等の減少等による支出があったものの、金融商品取引保
証金等の増加等による収入が増加した結果、前連結会計年度末に比べて 120 百万円の増加となり、
当第３四半期連結累計期間末は、3,427 百万円(前年同期比 9.8％減)となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
当第３四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、1,128 百万円(前年同期は

1,371 百万円の使用)となりました。これは、主に金融商品取引保証金等の増加による収入等による
ものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四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、97 百万円(前年同期は 327 百

万円の使用)となりました。これは、定期預金の預入による支出等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３四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、908 百万円(前年同期は 972
百万円の使用)となりました。   
これは、社債の償還等による支出等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。  

 

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。 

(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 
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３四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３四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。  
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 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   
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、表示方法等の変更 
該当事項はありません。   
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,882,121 3,642,897

委託者未収金 541,041 368,394

有価証券 93,436 182,198

商品 76,809 78,405

保管有価証券 8,084,176 6,176,041

差入保証金 19,250,157 11,093,885

金銭の信託 2,763,000 4,160,000

その他 1,408,302 3,039,294

貸倒引当金 △1,892 △3,823

流動資産合計 36,097,153 28,737,293

固定資産   

有形固定資産 4,080,422 4,163,367

無形固定資産 293,825 20,826

投資その他の資産   

その他 4,306,315 3,963,217

貸倒引当金 △860,494 △933,018

投資その他の資産合計 3,445,821 3,030,199

固定資産合計 7,820,070 7,214,392

資産合計 43,917,223 35,951,685

負債の部   

流動負債   

委託者未払金 128,465 205,878

短期借入金 1,018,600 718,600

未払法人税等 16,283 83,586

賞与引当金 41,263 73,814

預り証拠金 6,696,120 8,157,563

預り証拠金代用有価証券 7,987,526 6,129,031

預り取引保証金 2,506,760 3,965,238

金融商品取引保証金 12,830,772 3,123,207

その他 674,819 532,143

流動負債合計 31,900,611 22,989,064

固定負債   

社債 － 1,061,545

長期借入金 60,250 74,200

退職給付引当金 609,461 436,329

役員退職慰労引当金 239,230 245,630

その他 353,676 171,823

固定負債合計 1,262,617 1,989,528
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 286,706 286,706

金融商品取引責任準備金 1,571 730

特別法上の準備金合計 288,277 287,437

負債合計 33,451,507 25,266,029

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 7,999,858 8,220,289

自己株式 △304,726 △268,449

株主資本合計 10,521,711 10,778,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,158 △36,204

為替換算調整勘定 △63,344 △68,877

評価・換算差額等合計 △70,502 △105,081

少数株主持分 14,507 12,318

純資産合計 10,465,716 10,685,656

負債純資産合計 43,917,223 35,951,685
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

受取手数料 2,795,163 3,589,905

売買損益 1,726,890 △51,740

その他 83,665 46,926

営業収益合計 4,605,719 3,585,091

営業費用   

販売費及び一般管理費 4,292,301 3,871,557

営業費用合計 4,292,301 3,871,557

営業利益又は営業損失（△） 313,417 △286,466

営業外収益   

受取利息 61,573 6,097

受取配当金 14,713 14,463

有価証券償還益 7,875 －

為替差益 71,260 －

社債償還益 20,439 458

その他 26,708 32,974

営業外収益合計 202,571 53,993

営業外費用   

支払利息 24,600 20,535

為替差損 － 25,199

有価証券評価損 59,714 －

貸倒引当金繰入額 － 4,269

その他 4,106 4,717

営業外費用合計 88,421 54,722

経常利益又は経常損失（△） 427,567 △287,195

特別利益   

投資有価証券売却益 8,842 －

貸倒引当金戻入額 75,856 77,556

事業譲渡益 20,432 －

特別利益合計 105,131 77,556

特別損失   

金融商品取引責任準備金繰入額 245 840

投資有価証券売却損 3,292 4,016

投資有価証券評価損 239,478 －

リース解約損 － 5,279

会員権売却損 － 3,066

固定資産除売却損 9,564 42

その他 － 5,550

特別損失合計 252,579 18,796

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

280,119 △228,434

法人税等 135,489 △72,954

少数株主利益又は少数株主損失（△） △21,741 2,558

四半期純利益又は四半期純損失（△） 166,371 △158,039
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

280,119 △228,434

減価償却費 114,286 138,490

固定資産除売却損益（△は益） 9,564 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,541 △74,454

賞与引当金の増減額（△は減少） △184,523 △32,550

退職給付引当金の増減額（△は減少） 138,156 173,132

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,370 △6,400

受取利息及び受取配当金 △76,287 △20,561

社債償還損益（△は益） △20,439 △458

支払利息 24,600 20,535

為替差損益（△は益） 7,447 △671

有価証券償還損益（△は益） △7,875 －

有価証券評価損益（△は益） 59,714 －

事業譲渡損益（△は益） △20,432 －

投資有価証券売却損益（△は益） △5,550 4,016

投資有価証券評価損益（△は益） 239,478 －

委託者未収金の増減額（△は増加） △442,689 △170,667

差入保証金の増減額（△は増加） 873,832 △8,146,663

金銭の信託の増減額（△は増加） 1,900,000 1,397,000

預り証拠金の増減額（△は減少） △1,353,106 △1,470,917

預り取引保証金の増減額（△は減少） △1,973,379 △1,458,478

金融先物取引保証金の増減額（△は減少） 811,186 －

金融商品取引保証金の増減額（△は減少） － 9,707,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,023 1,595

委託者未払金の増減額（△は減少） △26,544 △80,342

その他 △821,448 1,136,517

小計 △534,826 888,294

利息及び配当金の受取額 82,349 22,861

利息の支払額 △25,818 △25,129

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △893,050 242,686

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,371,345 1,128,714
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(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,884 △118,497

有価証券の取得による支出 △253,558 △1,518

有価証券の売却による収入 267,490 －

有形固定資産の取得による支出 △113,944 △11,372

無形固定資産の取得による支出 △4,946 △21,530

無形固定資産の売却による収入 1,142 －

投資有価証券の取得による支出 △294,326 △30,005

投資有価証券の売却による収入 33,321 64,788

貸付けによる支出 △15,989 △8,996

貸付金の回収による収入 14,571 22,953

事業譲渡による収入 60,000 －

その他 － 6,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △327,123 △97,947

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 300,000 400,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △13,950 △13,950

社債の償還による支出 △921,625 △1,060,825

自己株式の取得による支出 △50,596 △36,277

配当金の支払額 △85,558 △62,391

少数株主への配当金の支払額 △500 －

その他 △417 △34,741

財務活動によるキャッシュ・フロー △972,647 △908,185

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,691 △2,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,662,424 120,496

現金及び現金同等物の期首残高 6,464,258 3,306,960

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,801,833 3,427,456
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(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) 
前第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) 及び当第３四半

期連結累計期間(自 平成 21 年４月 1日 至 平成 21 年 12 月 31 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)  
前第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) 及び当第３四半

期連結累計期間(自 平成 21 年４月 1日 至 平成 21 年 12 月 31 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)) 
前第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) 及び当第３四半

期連結累計期間(自 平成 21 年４月 1日 至 平成 21 年 12 月 31 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。 

 

 

11


	uji.pdf
	定性的情報.pdf
	財務諸表.pdf
	a.pdf
	a1.pdf
	a2.pdf

	注記.pdf



