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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 1,557 ― △296 ― △279 ― △213 ―

20年3月期第1四半期 2,126 △49.3 338 △81.1 339 △81.3 230 △79.0

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

21年3月期第1四半期 △13.37 ―

20年3月期第1四半期 14.38 ―

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

21年3月期第1四半期 63,276 11,277 17.8 704.64
20年3月期 59,459 11,811 19.9 738.02

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,277百万円 20年3月期  11,811百万円

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  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 4,500 △9.2 832 △26.1 835 △28.1 470 △13.9 29.39
通期 10,500 △4.4 2,598 △6.8 2,599 △9.0 1,491 5.2 93.21

4.  その他 
(1) 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  有  

（注）詳細は、４ページ〔定性的情報・財務諸表等〕４．その他をご覧下さい。 

(2) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ〔定性的情報・財務諸表等〕４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年3月期第1四半期  16,227,207株 20年3月期  16,227,207株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  222,878株 20年3月期  222,878株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  16,004,329株 20年3月期第1四半期  16,004,329株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月16日の発表時の業績予想を修正しておりません。業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な
情報に基づくため、実際の業績は、今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ〔訂正的情報・財務
諸表等〕３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、個人消費は雇用者所得の緩やかな増加を背景に底堅く推移しているもの

の、設備投資が鈍化、公共投資も低調に推移するなど、全体としては減速することとなりました。また、米国サ

ブプライム問題に端を発した米国金融不安は収束する気配を見せず、内外株式市場はいまだ不安定な状況にあり

ます。

　一方、国際商品市況は引き続き、新興国における需要の増大や農作物の代替燃料化、さらには金融不安により

金融資産から商品に資金がシフトされたことにより上昇基調を辿りました。しかしながら、国内商品先物市場に

おきましては、勧誘規制の強化等に対する対応の遅れから縮小傾向に歯止めがかからず、第１四半期の売買高は

前年同期比28.4％減となりました。

　このような状況のもと、当社においては独自の営業展開(無差別勧誘の禁止)を行ってきたことから法規制の影

響は限定的であるとはいえますが、業界全体の縮小の影響は避けられない状況にあり、売買高は9.7％減少する結

果となりました。またもう一方の収益の柱である外国為替証拠金取引(ＦＸ)についても、円高の進行は止まった

ものの、取引高は前年と比べ大きく減少し、予定した収益には達することができませんでした。

　この結果、当第１四半期における営業収益は1,557百万円(前年同期比26.7％減)、営業損失は296百万円（前年

同期は338百万円の営業利益）経常損失は279百万円（前年同期は339百万円の経常利益）、四半期純損失は213百

万円(前年は230百万円の四半期純利益）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１四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ3,817百万円増加し、63,276百万円となりました。

　これは委託者差金が9,604百万円減少しましたが、主に現金及び預金が4,715百万円、差入保証金が4,464百万円

及び外国為替取引預け金が2,735百万円増加し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4,351百万円増加し、51,998百万円となりました。

　これは主に預り証拠金が1,860百万円、委託者差金が2,826百万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534百万円減少し、11,277百万円となりました。

　これは、別途積立金が1,000百万円増加しましたが、繰越利益剰余金が1,533百万円減少したものによります。

②　キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ957百万円減少し、

当第１四半期末には5,188百万円となりました。なお、当第１四半期末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116百万円（前年同期133百万円の収入）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521百万円（前年同期8百万円の支出）となりました。これは主に貸付金の支

出によるものです。

（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320百万円（前年同期320百万円の支出）となりました。これは配当金の支払

いによるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

　第１四半期に関しましては、特に４月、５月においては当業界全体のボリュームダウンに引きずられ、営業収

益の落ち込みが見られました。特に当社におきましては、４月、５月は前年度末における急激な円高により、当

社の主力商品である貴金属相場及び為替相場が大きく下落し、取組玉が急激に減少したことが大きく影響しまし

た。しかし、６月以降は金を始めとする商品相場が回復しだし、取組高も回復に転じております。よって、４月、

５月は特殊な要因により一時的な業績な落ち込みが生じたものと思われ、６月以降の収益に影響を与えるもので

ないと判断しております。

　過去の実績を算出しますと、平成17年度における月間平均営業収益は1,044百万円、平成18年度における月間平

均営業収益は1,026百万円、平成19年度における月間平均営業収益は914百万円（特殊要因である営業停止により

影響を受けた期間を除いて計算すると984百万円）となっております。これらから通常の状態における過去３年間

の営業収益の月間平均は995百万と算出されますが、この水準の営業収益は７月以降充分に獲得できるものと考え

ております。その根拠としましては、貴金属相場や為替相場が落ち着きを取り戻したことで、当社の取組高が回

復に転じ通常の水準に戻りつつあること、また７月１日に組織変更を行い営業体制を大幅に改革したことによる

効果が表れてくることが挙げられます。

　業績予想に関しましては、以上に理由により第２四半期以降は業績は回復に向かうことが想定されますので、

平成20年５月16日開示の業績見通しを変更いたしておりません。

－ 2 －



４．その他

（１）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

　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）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

①　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸

表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が

平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益に与え

る影響額は軽微であります。

平成20年３月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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５．四半期財務諸表 
（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20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,035,130 9,319,671

受取手形及び売掛金 55,801 83,282

委託者未収金 336,655 322,544

商品 610,778 545,102

保管有価証券 6,515,349 5,710,703

差入保証金 21,900,599 17,435,910

外国為替取引預け金 13,137,874 10,402,020

その他 2,107,974 10,774,821

貸倒引当金 △21,513 △21,447

流動資産合計 58,678,650 54,572,608

固定資産   

有形固定資産 527,955 524,344

無形固定資産 46,593 46,593

投資その他の資産   

投資有価証券 438,429 411,534

固定化営業債権 3,500,368 3,525,449

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 2,600,777 2,716,928

貸倒引当金 △3,716,564 △3,538,426

投資その他の資産合計 4,023,010 4,315,485

固定資産合計 4,597,558 4,886,422

資産合計 63,276,208 59,459,031

負債の部   

流動負債   

買掛金 122,298 91,277

未払法人税等 10,149 187,142

賞与引当金 71,898 148,139

預り証拠金 40,744,335 38,883,370

預り証拠金代用有価証券 6,515,349 5,710,703

委託者差金 2,826,264 －

その他 883,197 1,825,806

流動負債合計 51,173,492 46,846,439

固定負債   

長期借入金 380,000 380,000

退職給付引当金 377,542 377,999

その他 11,316 －

固定負債合計 768,858 757,999
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 56,498 43,064

特別法上の準備金合計 56,498 43,064

負債合計 51,998,849 47,647,503

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 6,023,154 6,557,149

自己株式 △92,270 △92,270

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,747 △18,573

評価・換算差額等合計 △18,747 △18,573

純資産合計 11,277,359 11,811,527

負債純資産合計 63,276,208 59,459,031
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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）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業収益  

受取手数料 1,409,046

売買損益 6,747

その他 142,165

営業収益合計 1,557,958

営業費用 1,854,148

営業損失（△） △296,190

営業外収益  

受取利息 11,529

受取配当金 2,128

為替差益 285

雑収入 8,067

営業外収益合計 22,010

営業外費用  

支払利息 5,096

その他 35

営業外費用合計 5,131

経常損失（△） △279,311

特別利益  

商品取引責任準備金戻入額 39,000

株式受贈益 27,063

償却債権取立益 3,628

特別利益合計 69,692

特別損失  

固定資産除却損 268

商品取引責任準備金繰入額 52,433

貸倒引当金繰入額 84,448

特別損失合計 137,150

税引前四半期純損失（△） △346,769

法人税、住民税及び事業税 6,468

法人税等調整額 △139,329

法人税等合計 △132,861

四半期純損失（△） △213,908
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △346,769

減価償却費 11,558

貸倒引当金の増減額（△は減少） 178,205

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,240

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △50,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △457

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 13,433

受取利息及び受取配当金 △13,657

支払利息 5,096

固定資産除売却損益（△は益） 268

株式受贈益 △27,063

委託者未収金の増減額（△は増加） 10,845

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） △5,673,312

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,675

委託者未払金の増減額（△は減少） △1,057

委託者差金の増減額（△は増加） 12,430,909

差入保証金の増減額（△は増加） △4,464,688

預り証拠金の増減額（△は減少） 1,860,965

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） 804,646

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） △2,735,854

その他 △1,805,689

小計 55,461

利息及び配当金の受取額 15,517

利息の支払額 △27

法人税等の支払額 △187,226

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,274

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 △2,021

有形固定資産の売却による収入 50

貸付による支出 △520,000

貸付の回収による収入 480

投資活動によるキャッシュ・フロー △521,491

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △320,086

財務活動によるキャッシュ・フロー △320,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △957,853

現金及び現金同等物の期首残高 6,146,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,188,835

-4-



（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）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　営業収益 2,126,054

Ⅱ　営業費用 1,787,097

営業利益 338,957

Ⅲ　営業外収益 25,925

Ⅳ　営業外費用 25,358

経常利益 339,524

Ⅴ　特別利益 17,800

Ⅵ　特別損失 18,472

税引前四半期純利益 338,852

税金費用 108,685

四半期純利益 230,166

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

133,778

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△8,585

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△320,086

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△194,893

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,645,018

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

3,450,124

－ 3 －
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