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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 2,857 24.6 △374 ― △395 ― △552 ―

22年3月期第2四半期 2,292 △28.0 △847 ― △843 ― △556 ―

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2四半期 △35.53 ―

22年3月期第2四半期 △35.57 ―

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2四半期 33,242 7,492 22.5 483.45
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2四半期  7,492百万円 22年3月期  8,211百万円

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  
 

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

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 7,100 16.4 720 ― 750 ― 330 ― 21.29



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P４「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  730,078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2Q 15,534,399株 22年3月期2Q 15,645,026株

※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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間のわが国経済については、中国・アジアの力強い需要が寄与し、大企業を中心として企業

業績の大幅な改善が見られました。ただ、急激な円高進行が景気の先行きを不透明にする中、雇用や設備投資の過

剰感を払拭するには至らない状況にあります。 

当商品先物取引業界におきましても、第１四半期における商品取引所の取引高は微減だったものの、第２四半期

における商品取引所の取引高が急減することとなり、当第２四半期累計期間における商品取引所の取引高は29,740

千枚（前年同期比10.6％減）となりました。当社でもこのような環境の影響が避けられず、当第２四半期累計期間

の取引高は405千枚（前年同期比2.4％減）にとどまりました。 

この結果、当第２四半期累計期間における営業収益は2,857百万円（前年同期比24.6％増）、営業損失374百万円

（前年同期は847百万円の損失）、経常損失395百万円（前年同期は843百万円の損失）、第２四半期純損失552百万

円（前年同期556は百万円の損失）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２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ49百万円増加し、33,242百万円となりまし

た。 

また、負債につきましては、前事業年度末に比べ768百万円増加し、25,750百万円となりました。 

これは主に預り証拠金が613百万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718百万円減少し、7,492百万円となりました。 

これは主に四半期純損失を552百万円計上し、配当金の支払い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２四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813

百万円減少し、当第２四半期会計期間末には1,559百万円となりました。なお、当第２四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）  

営業活動の結果支出した資金は505百万円（前年同期1,097百万円の支出）となりました。これは主に税引前四

半期純損失によるものです。 

（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24百万円（前年同期47百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産

及び、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283百万円（前年同期466百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金

の返済による支出及び、配当金の支払いによるものです。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

通期予想の見通しといたしましては、ＮＹ市場で金が 高値を更新するという事実が示すように、当社の収益環

境は非常に良い状況下にあり、加えて世界的な金融不安や景気の先行き不透明感、先進国におけるデフレ懸念払拭

のため金融緩和政策が実施され、ユーロやドルを始めとした通貨不安から、今後ますます金へ信頼が高まることが

期待されています。現状における当社業績もすでにボトム状態は脱しており、売買高・取組高・預り資産など、営

業資産は確実に上昇傾向にありますが、第２四半期までの流れを完全に払拭するまでには至っておらず、当初予想

した第３四半期以降半期分の営業収益4,620百万円には10％程度及ばない可能性があると判断いたしました。 

今後も、四半世紀継続してきた当社の特徴である金に特化した営業戦略を実施に合わせて、２年前から開始し、

今や全国を網羅しているテレビＣＭ放映等、さらなる知名度の向上をはかっていきます。また、販売費一般管理費

についても、来年１月の商品取引所法改正等を鑑み、販売促進費用の積極展開は止むなしと考えておりますが、そ

の他の経費は営業組織の見直し等を進め、費用対効果を 大限に考慮したものに徹底してまいります。 

なお、平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年10月29日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を

開示し、期初の公表予想数値を修正しております。  

  

（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 

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、当第２四半期累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ1,917千円増加し、税引前四半期純損

失は、40,742千円増加しております。  

  

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 7,629,363 8,988,398

受取手形及び売掛金 88,517 33,461

委託者未収金 465,569 396,488

商品 513,196 512,664

保管有価証券 4,240,601 3,843,265

差入保証金 10,066,479 12,260,013

委託者差金 3,921,278 －

外国為替取引預け金 745,736 1,361,528

その他 1,986,071 2,545,262

貸倒引当金 △24,755 △162

流動資産合計 29,632,057 29,940,918

固定資産   

有形固定資産 496,681 507,415

無形固定資産 97,678 98,913

投資その他の資産   

投資有価証券 107,323 106,323

固定化営業債権 2,764,566 3,148,936

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 2,986,252 2,501,064

貸倒引当金 △4,041,970 △4,310,893

投資その他の資産合計 3,016,171 2,645,430

固定資産合計 3,610,530 3,251,759

資産合計 33,242,588 33,192,678
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 47,742 44,972

1年内返済予定の長期借入金 62,000 168,000

未払法人税等 30,795 38,523

預り証拠金 20,496,183 19,882,773

預り証拠金代用有価証券 4,240,601 3,843,265

委託者差金 － 276,677

その他 432,541 276,631

流動負債合計 25,309,863 24,530,843

固定負債   

退職給付引当金 391,299 387,963

その他 27,240 34,100

固定負債合計 418,539 422,063

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 22,074 28,717

特別法上の準備金合計 22,074 28,717

負債合計 25,750,477 24,981,624

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 2,353,180 3,060,722

自己株式 △226,275 △212,098

株主資本合計 7,492,127 8,213,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 △2,792

評価・換算差額等合計 △16 △2,792

純資産合計 7,492,110 8,211,053

負債純資産合計 33,242,588 33,192,678
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益   

受取手数料 2,190,116 2,678,310

売買損益 48,984 102,899

その他 53,348 76,290

営業収益合計 2,292,448 2,857,500

営業費用 3,140,343 3,231,928

営業損失（△） △847,894 △374,427

営業外収益   

受取利息 7,714 6,987

受取配当金 1,721 1,247

倉荷証券保管料 4,111 10,000

その他 2,749 7,361

営業外収益合計 16,297 25,597

営業外費用   

支払利息 7,520 3,677

為替差損 1,357 41,286

その他 3,049 1,336

営業外費用合計 11,927 46,301

経常損失（△） △843,525 △395,130

特別利益   

固定資産売却益 － 345

商品取引責任準備金戻入額 78,000 108,663

貸倒引当金戻入額 51,844 －

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 178,020 112,530

特別損失   

固定資産除売却損 574 840

商品取引責任準備金繰入額 81,134 102,021

投資有価証券評価損 － 13,680

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,824

減損損失 1,770 300

貸倒引当金繰入額 － 102,928

特別損失合計 83,478 258,593

税引前四半期純損失（△） △748,984 △541,194

法人税、住民税及び事業税 11,437 10,811

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

131,278 －

法人税等調整額 △335,271 －

法人税等合計 △192,556 10,811

四半期純損失（△） △556,427 △552,005
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △748,984 △541,194

減価償却費 32,756 29,248

減損損失 1,770 300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △111,719 △244,330

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,819 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,152 3,336

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 3,134 △6,642

受取利息及び受取配当金 △9,436 △8,235

支払利息 7,520 3,677

固定資産除売却損益（△は益） 574 494

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） 55,098 315,288

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） △753,744 545,507

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,589 △532

委託者未払金の増減額（△は減少） 207 △2,903

委託者差金の増減額（△は増加） 2,494,911 △4,197,955

差入保証金の増減額（△は増加） △771,986 2,193,533

預り証拠金の増減額（△は減少） △576,749 613,410

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） 412,302 397,335

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） △637,844 615,791

その他の資産の増減額（△は増加） － △419,759

その他の負債の増減額（△は減少） － 165,956

その他 △295,092 －

小計 △955,358 △485,167

利息及び配当金の受取額 4,579 3,827

利息の支払額 △5,672 △1,878

法人税等の支払額 △141,093 △22,149

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,097,545 △505,367
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △3,868 △10,119

有形固定資産の売却による収入 － 1,409

無形固定資産の取得による支出 △44,619 △5,900

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 720 110

敷金及び保証金の差入による支出 － △2,455

敷金及び保証金の回収による収入 － 2,134

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,767 △24,821

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △106,000 △106,000

リース債務の返済による支出 △6,464 △6,657

自己株式の取得による支出 △39,134 △14,176

配当金の支払額 △314,560 △156,502

財務活動によるキャッシュ・フロー △466,159 △283,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,611,472 △813,526

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 1,970,121 1,559,297
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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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