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平成22年11月９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 勲 

（JASDAQ・コード 8704 ） 

問合せ先 財務部長兼総務部長 大浦 隆文 

（TEL 03-5114-0344（代表）） 
 
 

特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年３月期第２四半期累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）決算に

おいて特別損失を計上するとともに、 近の業績動向等を踏まえ、平成22年５月11日に公表いた

しました平成23年３月期第２四半期累計期間の連結・個別業績予想および平成23年３月期通期の

連結・個別業績予想について修正することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 
 

１．特別損失の発生について（連結） 

当社連結子会社であるトレイダーズ証券株式会社（以下、「トレイダーズ証券」といいます。）

が営む証券対面取引営業のうち大阪支店および東京営業所の顧客を対象とした事業を第三者に

譲渡したこと（効力発生日平成 22 年 11 月 8 日）に伴う事業整理損失引当金繰入額 46 百万円（連

結）を計上したことなどにより、当第２四半期連結決算において、特別損失 47 百万円を計上す

る見込みとなりました。 
 
 

２．連結業績予想数値の修正 

（１）平成23年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想修正（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

 
営業収益 営業利益 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） 2,100 △170 △190 △200 △838円36銭

今回修正予想（Ｂ） 1,949 △688 △713 △695 △2,915円69銭

増減額（Ｂ－Ａ） △151 △518 △523 △495 ―

増減率（%） △7.2% ― ― ― ―

（ご参考）前期実績 

（平成22年３月期第２四半期） 1,730 △419 △442

 

△600 △2,517円54銭

 

（２）平成23年３月期通期連結業績予想修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
営業収益 営業利益 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 △40 △90 △130 △544円94銭

今回修正予想（Ｂ） 4,600 △680 △730 △720 △3,018円11銭

増減額（Ｂ－Ａ） 300 △640 △640 △590 ―

増減率（%） 7.0% ― ― ― ―

（ご参考）前期実績 

（平成22年３月期） 3,679 △842 △883

 

△1,071 △4,491円01銭
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３．個別業績予想数値の修正 

（１）平成23年３月期第２四半期累計期間の個別業績予想修正（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

 
営業収益 営業利益 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） 200 △５ △20 △20 △83円84銭

今回修正予想（Ｂ） 200 △34 △41 △26 △111円46銭

増減額（Ｂ－Ａ） 0 △29 △21 △6 ―

増減率（%） 0.0% ― ― ― ―

（ご参考）前期実績 

（平成22年３月期第２四半期） 154 △4 △1

 

△10 △44円41銭

 

（２）平成23年３月期通期個別業績予想修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
営業収益 営業利益 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） 410 △５ △40 △45 △188円63銭

今回修正予想（Ｂ） 440 △28 △45 △31 △129円95銭

増減額（Ｂ－Ａ） 30 △23 △５ 14 ―

増減率（%） 7.3% ― ― ― ―

（ご参考）前期実績 

（平成22年３月期） 274 △59 △65

 

△85 △356円42銭
 
 
 

４．修正の理由 

（１）平成23年３月期第２四半期累計期間 

① 連結 

当第２四半期累計期間の連結営業収益は、当初予想を 151 百万円下回り 1,949 百万円となる

見込みです。これは主に、トレイダーズ証券が、株式会社EMCOM証券（以下、「EMCOM証券」

といいます。）の外国為替取引事業を承継したことにより（効力発生日平成 22 年７月 20 日）、

当初予想では織り込んでいなかった『みんなのFX』の営業収益 645 百万円を計上したのに対

して、既存事業において、外国為替取引事業、証券取引事業とも取引高増加のための営業施策

が、当該事業者間の競争激化などにより奏功しなかったことにより、業績が低調に推移したこ

とによるものであります。 

連結営業損失は、当初予想を 518 百万円下回り 688 百万円、連結経常損失は、当初予想を

523 百万円下回り 713 百万円となる見込みです。これは主に、『みんなのFX』を除く既存事業

における営業収益の下ぶれに加えて、EMCOM証券からの事業承継に伴い、当初予想では織り

込んでいなかった『みんなのFX』における器具備品費を始めとする販管費が嵩んだことなど

によるものであります。 

連結当期純損失は、当初予想を 495 百万円下回り 695 百万円となる見込みです。これは、主

に、経常損益の下ぶれに加えて、「１．特別損失の発生について」のとおり、当第２四半期に

おいて特別損失が 47 百万円増加し、当第２四半期累計期間における特別損失が 58 百万となっ

たことに対して、貸倒引当金戻入額 46 百万円、金商取引責任準備金戻入額 31 百万円を計上し

たことなどにより、当第２四半期累計期間における特別利益が 78 百万円となったことなどに

よるものであります。 
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② 個別 

当第２四半期累計期間の個別営業収益は、当初予想のとおり 200 百万円となる見込みです。 

個別営業損失は、当初予想を 29 百万円下回り 34 百万円、個別経常損失は、当初予想を 

21 百万円下回り 41 百万円となる見込みです。これは主に、投資事業の立ち上げにあたって（平

成 22 年５月にトレイダーズ・プリンシパル・ファイナンス株式会社、８月にTraders Korea Co．，

Ltd．を設立）、人員確保を先行して行ったことに伴い人件費が増加したことなどによるもので

あります。 

個別当期純損失は、当初予想を６百万円下回り 26 百万円となる見込みです。これは主に、

経常損益の下ぶれに対して、引当済みの債権売却による子会社整理損失引当金戻入額 23 百万

円を計上したことなどにより、当第２四半期累計期間における特別利益が 24 百万円となり、

平成 22 年３月に株式会社EMCOM TRADEの解散および清算を決定したことに伴い子会社整理

損失引当金繰入額８百万円を計上したことなどにより当第２四半期累計期間における特別損

失が９百万円となったことなどによるものであります。 

 

（２）平成23年３月期通期 

① 連結 

連結営業収益は、当初予想を 300 百万円上回り 4,600 百万円となる見込みです。これは、当

初予想では織り込んでいなかった『みんなのFX』の営業収益が増加要因として見込まれるの

に対して、『みんなのFX』を除く外国為替取引事業および証券取引事業の営業収益について、

当第２四半期連結累計期間の実績を鑑みて低めに見積り、これらを通算した結果、当初予想よ

り 300 百万円の増収の見込みとなったことによるものであります。 

連結損益につきましては、上記のとおり、当第２四半期累計期間において、当初予想を営業

損益 518 百万円、経常損益 523 百万円、当期純損益 495 百万円と各々下回る見込みとなってお

ります。これらに、『みんなのFX』以外の既存事業における営業収益の下ぶれと当初予想では

織り込んでいなかった『みんなのFX』に関する器具備品費等の経費などを織り込んだ結果、

連結営業損失は、当初予想を 640 百万円下回り 680 百万円、連結経常損失は、当初予想を 

640 百万円下回り 730 百万円、連結当期純損失は、当初予想を 590 百万円下回り 720 百万円と

なる見込みです。 

 

② 個別 

個別営業収益は、子会社から収受する経営支援料の増額により、当初予想を 30 百万円上回

り 440 百万円となる見込みです。 

個別損益につきましては、上記のとおり、当第２四半期累計期間において、当初予想を営業

損益 29 百万円、経常損益 21 百万円、当期純損益６百万円と各々下回る見込みとなっておりま

す。これらに、営業収益の上ぶれ、直近の人件費、不動産費等一般管理費の推移などを織り込

んだ結果、個別営業損失は、当初予想を 23 百万円下回り 28 百万円、個別経常損失は、当初予

想を５百万円下回り 45 百万円、個別当期純損失は、当初予想を 14 百万円上回り 31 百万円と

なる見込みです。 

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。 


