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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 121 △50.8 △60 ― △51 ― △55 ―

25年3月期第1四半期 245 △48.1 △156 ― △147 ― △170 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △67百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △149百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △11.92 ―

25年3月期第1四半期 △34.05 ―

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

26年3月期第1四半期 4,557 3,625 79.5 796.34
25年3月期 4,686 3,735 79.7 791.04

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,625百万円 25年3月期  3,735百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

（参考）当社では中間配当制度を導入しておりますが、中間配当は実施しておりません。また、現時点での配当の見通しにつきましては、中間配当が無配、 
期末配当が無配の予定となっております。 

年間配当金

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 460 11.7 △64 ― △56 ― △37 ― △7.84

通期 707 10.2 △218 ― △201 ― △184 ― △39.00



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビューの手続きの対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点におい 
て、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、その
達成を当社としてお約束する主旨のものではありません。また、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あたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （１）．経営成績に関する説明」 をご覧下さ
い。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 6,543,700 株 25年3月期 6,543,700 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,991,162 株 25年3月期 1,821,662 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 4,676,196 株 25年3月期1Q 4,998,756 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日）におけるわが国経済は、昨年の政権交代

後に政府が大胆な経済政策を打ち出したことや日銀がそれを後押しする金融政策に踏み切ったことが功を奏し、企

業収益は大企業を中心に改善の動きも見られ、個人消費も持ち直すなどして、デフレ状況にはあるものの一部には

変化の兆しが出ている状況にあります。 

 このような経済・市場環境のもと、当社グループの営業収益の内訳としては、売上高は129百万円（前年同四半

期比12.9%増）、トレーディング損益は△７百万円（前年同四半期は１百万円の利益）となりました。また、販売

費及び一般管理費は83百万円（前年同四半期比72.8％減）となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、営業収益121百万円（前年同四半期比

50.8％減）、営業損失60百万円（前年同四半期は156百万円の営業損失）、経常損失は51百万円（前年同四半期は

147百万円の経常損失）、四半期純損失は55百万円（前年同四半期は170百万円の四半期純損失）となりました。 

  セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

① 再生エネルギー・環境事業 

  国内の太陽光発電システムの市場は、平成24年７月に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法」により、産業用太陽光発電システムの需要が旺盛になり、大規模な太陽光発電所の建設

による売電事業については異業種からの参入が散見されるなど、マーケットは好調を維持しております。 

  当社グループでは、産業用太陽光発電システムの販売・施工を強化しております。 

 この結果、再生エネルギー・環境事業の売上高は129百万円（前年同四半期比12.9％増）、営業損失は５百万円

（前年同四半期は９百万円の営業損失）となりました。 

  

② 投資・金融サービス業 

  当社グループの投資・金融サービス事業はスター為替証券株式会社及びグリーンインベスト株式会社にて外国為

替証拠金取引を中心にディーリング事業を行っております。 

 この結果、投資・金融サービス業の営業収益は△７百万円（前年同四半期は131百万円の営業収益）、営業損失

は47百万円（前年同四半期は143百万円の営業損失）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債、純資産等の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は4,557百万円（前連結会計年度末比128百万円減）となりました。

内訳は流動資産が4,217百万円（同97百万円減）、固定資産が339百万円（同31百万円減）となっております。 

 流動資産の減少は、主として前連結会計年度末と比べ商品が84百万円増加したものの、現金及び預金が196百万

円減少したことによるものです。 

 固定資産の減少は、主として前連結会計年度末と比べ有形固定資産が14百万円増加したものの、投資その他の資

産が46百万円減少したことによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は932百万円（同18百万円減）となりました。内訳は流動負債が190百

万円（同36百万円増）、固定負債が666百万円（同55百万円減）となっております。 

 流動負債の増加は、主として前連結会計年度末と比べその他が33百万円増加したことによるものです。 

 固定負債の減少は、主として前連結会計年度末と比べ退職給付引当金が40百万円減少したことによるものです。

 純資産合計は3,625百万円となり、前連結会計年度末と比べ109百万円の減少となりました。これは主として四半

期純損失を55百万円計上したことによるものです。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 前連結会計年度において投資・金融サービス事業の事業規模を縮小しておりますことから、当面は再生エネルギ

ー・環境事業を中心に事業を展開してまいります。新たに参入予定の売電事業につきましては、実際の売電収入の

計上は平成26年３月期中となる見込みでありますが、当面は太陽光発電システムの販売・施工及びメンテナンスを

軸として収益基盤の確立を図ってまいります。 

 一方、投資・金融サービス業では新規事業の構築を進め、新たな収益源の確保を目指します。 

 この結果、平成26年３月期の業績につきましては、営業収益707百万円、営業損失218百万円、経常損失201百万

円、当期純損失184百万円を見込んでおります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

 当社グループは、前連結会計年度まで９期連続の営業損失を計上しており、当第１四半期連結累計期間において

も、営業収益121百万円（前年同四半期比50.8％減）となり、営業損失60百万円を計上しております。また、前連結

会計年度にグループの中核事業であった外国為替証拠金取引業を事業承継したことから、前年同四半期比では営業

赤字が大幅に減少しているものの、新たな収益源の確保が急務となっており、将来にわたって事業活動を継続する

との前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは当該状況に対応すべく、以下のとおり対応策を講じ、取り組んでおります。 

     

①再生エネルギー・環境事業 

  当社グループは、平成21年７月から同事業の営業活動を開始しておりますが、当第１四半期連結累計期間におい

て利益計上するに至っておらず、ビジネスモデルの再構築による黒字化が課題となっております。 

 平成24年１月に関東に施工部門を新設し、同年12月には産業用太陽光発電システムの需要が見込まれる九州にも

施工部門を開設いたしました。これにより、施工及びメンテナンス等による収益増と施工外注費の削減を見込んで

おります。また電気工事、建築関連の有資格者を確保し、施工等の需要増に対応することにより黒字体質への早期

転換を目指します。 

 なお、当社グループは平成24年７月に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法」により、太陽光発電による売電事業への参入を検討しておりましたが、当連結会計年度より太陽光発電

所の建設に着手し、売電事業を開始できる見通しとなりました。すでに宮崎県内を中心に用地確保を進めており、

総投資額は約800百万円を見込んでおります。これにより、新たな収益源の確保を目指します。 

②投資・金融サービス業 

 当社グループの投資・金融サービス業は、為替証拠金取引及び株価指数証拠金取引事業の規模を縮小した結果、

自己ディーリング事業が中心となっております。しかしながらグループ全体の収益確保に貢献するには至っていな

いことから、スター為替証券株式会社では新規事業の構築のため調査検討を始めております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債はなく、現金及び預金残高は2,781百万

円と当面の手元資金に不安はないため、継続企業の前提に関して重要な不確実性は認められないものと判断してお

ります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,978,235 2,781,680

預託金 1,100,000 1,100,000

売掛金 16,118 19,045

トレーディング商品 － 0

商品 55,979 140,264

仕掛品 － 3,575

差入保証金 28,316 34,737

未収還付法人税等 351 469

その他 135,908 138,042

流動資産計 4,314,909 4,217,815

固定資産   

有形固定資産 46,280 61,167

無形固定資産 2,170 1,960

投資その他の資産 322,843 276,453

投資有価証券 223,900 204,962

その他 115,524 87,887

貸倒引当金 △16,581 △16,396

固定資産計 371,293 339,580

資産合計 4,686,202 4,557,396

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,327 10,160

トレーディング商品 872 5,825

未払法人税等 6,601 2,982

訴訟損失引当金 4,500 4,500

その他 134,312 167,468

流動負債計 154,613 190,937

固定負債   

長期未払金 319,490 319,490

繰延税金負債 31,944 24,538

退職給付引当金 60,903 20,470

役員退職慰労引当金 1,230 1,230

負ののれん 308,150 300,813

固定負債計 721,718 666,542

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 74,552 74,552

特別法上の準備金計 74,552 74,552

負債合計 950,885 932,032
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500,000 2,500,000

資本剰余金 60,749 60,749

利益剰余金 1,562,136 1,506,384

自己株式 △442,219 △484,889

株主資本合計 3,680,666 3,582,244

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,650 43,119

その他の包括利益累計額合計 54,650 43,119

純資産合計 3,735,316 3,625,363

負債・純資産合計 4,686,202 4,557,396
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 129,923 －

トレーディング損益 1,310 △7,924

売上高 114,300 129,002

その他 458 －

営業収益計 245,992 121,078

売上原価 95,182 98,225

純営業収益 150,809 22,852

販売費及び一般管理費 306,896 83,480

営業損失（△） △156,086 △60,628

営業外収益   

受取利息 139 39

受取配当金 1,657 1,012

負ののれん償却額 7,336 7,336

貸倒引当金戻入額 364 184

その他 378 625

営業外収益計 9,876 9,198

営業外費用   

自己株式取得費用 73 244

為替差損 847 －

その他 0 －

営業外費用計 921 244

経常損失（△） △147,130 △51,673

特別損失   

固定資産除却損 0 1,000

ゴルフ会員権評価損 966 －

割増退職金 － 166

再就職支援費用 3,000 1,800

システム障害費用 18,280 －

特別損失計 22,247 2,966

税金等調整前四半期純損失（△） △169,378 △54,640

法人税、住民税及び事業税 833 1,111

法人税等調整額 － －

法人税等合計 833 1,111

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △170,211 △55,751

四半期純損失（△） △170,211 △55,751
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △170,211 △55,751

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20,450 △11,531

その他の包括利益合計 20,450 △11,531

四半期包括利益 △149,761 △67,282

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △149,761 △67,282
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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