
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,895  64.5  327  －  337  －  160  －

22年３月期第１四半期  1,152  △26.0  △477  －  △468  －  △347  －

  
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 

23年３月期第１四半期  10  31  －  －

22年３月期第１四半期  △22  16  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  35,869  8,216  22.9  528  89

22年３月期  33,192  8,211  24.7  527  92

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 8,216百万円 22年３月期 8,211百万円

  
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 

22年３月期  －  －  － － － － 10 00  10  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  － － － － 10 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  3,780  64.9  370  －  383  －  230  －  14  80

通期  8,400  37.7  1,620  －  1,650  －  990  －  63  65



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  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、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、四半期決算短信（添付資料）２ペー

ジ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 16,227,207株 22年３月期 16,227,207株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 692,178株 22年３月期 673,578株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 15,550,591株 22年３月期１Ｑ 15,687,353株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における我が国経済は、ＧＷ前にはギリシャ財政問題等により欧州から世界経済が一時混乱を期た

すなどのマイナス要因もありましたが、新興国需要への堅調な輸出を背景に、米国経済を中心に概ね緩やかな回復

基調を辿りました。また、力強く発展を続ける中国の情勢が国際経済においてますます重要な位置を占める中、い

ち早く人員及び設備等の削減により体質強化を図った大企業からリーマンショックを払拭し、急回復の兆しを見せ

始めております。 

しかしながら、我が国経済において 重要課題であるデフレ問題は一向に改善されず、政治においても短期間で

の度重なる首相交代等によって世界各国から不信感を招き、膨大な財政赤字に対する政府の具体的な施策も示され

ないなど、経済への不安な要素は未だ多く、日経平均株価は１万円を割り込む動きになりました。  

商品先物市場におきましては、南欧諸国等の財政危機から発展した欧州の金融不安をきっかけに、資金の安全な

逃避先として一段と金に注目が集まり、さらに投資資金の流入も相俟って、６月に入りＮＹ市場で史上 高値を更

新し、実物資産としての金の価値をさらに世界中に広めました。ただ国内商品取引所においては取引が期待したほ

ど伸びず、当第１四半期会計期間の全国商品取引所売買高は16,715千枚(前年同期比2.5%減)となりました。 

このような状況の中、当社におきましては従来から実施してきた金を中心とした営業戦略を一段と推進した結

果、当第１四半期会計期間における当社の売買高は260千枚(前年同期比21.5％増)となりました。当社は一貫して

実物資産である金を主軸にした情報サービス、資産運用提案をして参りましたがその結果、新規顧客の増加等によ

り出来高は大きく増加することとなりました。 

この結果、当期における営業収益は1,895百万円(前年同期比64.5％増)、営業利益は327百万円(前期は477百万円

の損失)、経常利益は337百万円(前期は468百万円の損失)、当期純利益は160百万円(前期は347百万円の損失)とな

りました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ2,676百万円増加し、35,869百万円となりま

した。 

これは主に委託者差金が負債項目から資産項目に振り変わったこと等によるものであります。 

また、負債につきましては、前事業年度末に比べ2,671百万円増加し、27,653百万円となりました。 

これは主に預り証拠金が2,119百万円増加したこと等によります。 

純資産は、前事業年度末に比べ5百万円増加し、8,216百万円となりました。 

これは主に四半期純利益を160百万円を計上し、配当金を155百万円支払ったこと等によります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ31百

万円増加し、当第１四半期会計期間末には2,404百万円となりました。なお、当第１四半期会計期間におけるキ

ャッシュ・フローの状況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）  

営業活動の結果得られた資金は205百万円（前年同期782百万円の支出）となりました。これは主に税引前四半

期純利益によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果支出した資金は18百万円（前年同期44百万円の支出）となりました。これは主に投資有価証券

の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果支出した資金は163百万円（前年同期344百万円の支出）となりました。これは主に配当金の支

払いによるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における当社業績については、概ね当初想定した範囲内で推移しており、現時点におい

て、平成22年５月14日に公表いたしました通期の業績予想内容に変更はございません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の 

額を期間按分して算定しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ958千円減少し、税引前四半期純利益は、39,783千円減少し

ております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,111,710 8,988,398

受取手形及び売掛金 88,750 33,461

委託者未収金 347,413 396,488

商品 486,375 512,664

保管有価証券 4,292,369 3,843,265

差入保証金 11,814,247 12,260,013

委託者差金 5,706,814 －

外国為替取引預け金 307,134 1,361,528

その他 1,649,477 2,545,262

貸倒引当金 △18,580 △162

流動資産合計 31,785,711 29,940,918

固定資産   

有形固定資産 503,537 507,415

無形固定資産 97,251 98,913

投資その他の資産   

投資有価証券 111,458 106,323

固定化営業債権 3,127,304 3,148,936

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 3,348,996 2,501,064

貸倒引当金 △4,304,773 △4,310,893

投資その他の資産合計 3,482,985 2,645,430

固定資産合計 4,083,774 3,251,759

資産合計 35,869,486 33,192,678

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,385 44,972

1年内返済予定の長期借入金 168,000 168,000

未払法人税等 24,442 38,523

預り証拠金 22,002,710 19,882,773

預り証拠金代用有価証券 4,292,369 3,843,265

委託者差金 － 276,677

その他 708,115 276,631

流動負債合計 27,203,023 24,530,843

固定負債   

退職給付引当金 389,080 387,963

その他 30,683 34,100

固定負債合計 419,764 422,063

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 30,381 28,717

特別法上の準備金合計 30,381 28,717

負債合計 27,653,168 24,981,624
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,693,150 2,693,150

資本剰余金 2,672,071 2,672,071

利益剰余金 3,065,556 3,060,722

自己株式 △216,896 △212,098

株主資本合計 8,213,881 8,213,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,436 △2,792

評価・換算差額等合計 2,436 △2,792

純資産合計 8,216,317 8,211,053

負債純資産合計 35,869,486 33,192,678
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益   

受取手数料 1,095,286 1,777,511

売買損益 32,270 78,793

その他 24,947 39,551

営業収益合計 1,152,504 1,895,856

営業費用 1,629,507 1,568,665

営業利益又は営業損失（△） △477,002 327,191

営業外収益   

受取利息 3,309 2,868

受取配当金 1,465 985

倉荷証券保管料 － 5,343

為替差益 5,263 －

その他 3,040 6,335

営業外収益合計 13,078 15,533

営業外費用   

支払利息 3,740 1,849

為替差損 － 2,446

その他 1,041 531

営業外費用合計 4,781 4,827

経常利益又は経常損失（△） △468,705 337,897

特別利益   

固定資産売却益 － 255

商品取引責任準備金戻入額 34,000 65,694

貸倒引当金戻入額 39,688 －

賞与引当金戻入額 35,533 －

償却債権取立益 12,642 3,520

特別利益合計 121,864 69,470

特別損失   

固定資産除売却損 － 208

商品取引責任準備金繰入額 39,620 67,358

投資有価証券評価損 － 13,680

貸倒引当金繰入額 － 6,948

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,824

特別損失合計 39,620 127,019

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △386,461 280,348

法人税、住民税及び事業税 5,997 5,405

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

116,152 －

法人税等調整額 △160,974 114,572

法人税等合計 △38,824 119,978

四半期純利益又は四半期純損失（△） △347,636 160,370
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△386,461 280,348

減価償却費 16,337 14,265

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,541 12,297

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,819 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,342 1,117

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 5,620 1,663

受取利息及び受取配当金 △4,775 △3,853

支払利息 3,740 1,849

固定資産除売却損益（△は益） － △46

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,680

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,824

委託者未収金の増減額（△は増加） 22,048 70,707

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） △750,814 1,908,040

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,527 26,289

委託者未払金の増減額（△は減少） 25 △8,281

委託者差金の増減額（△は増加） 2,850,152 △5,983,491

差入保証金の増減額（△は増加） △209,615 445,765

預り証拠金の増減額（△は減少） △1,084,315 2,119,937

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） 687,711 449,103

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） △506,737 1,054,393

その他の資産の増減額（△は増加） － △164,538

その他の負債の増減額（△は減少） － △47,026

その他 △1,102,449 －

小計 △654,076 231,044

利息及び配当金の受取額 3,062 2,168

利息の支払額 △466 △370

法人税等の支払額 △130,635 △19,486

営業活動によるキャッシュ・フロー △782,115 213,356

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 △822 △6,269

有形固定資産の売却による収入 － 922

無形固定資産の取得による支出 △44,619 △1,750

投資有価証券の取得による支出 － △10,000

貸付の回収による収入 480 110

敷金の差入による支出 － △2,406

敷金の回収による収入 － 1,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,961 △18,352

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △3,220 △3,316

自己株式の取得による支出 △26,372 △4,798

配当金の支払額 △314,560 △155,536

財務活動によるキャッシュ・フロー △344,153 △163,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,171,230 31,351

現金及び現金同等物の期首残高 3,581,593 2,372,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,410,363 2,404,175
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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