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平成21年3月期業績予想（連結・個別）および配当予想ならびに特別利益および 

特別損失の発生見込みに関するお知らせ 

近の業績動向等を踏まえ、平成21年3月期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）の業績予想（連

結・個別）について、下記の通りお知らせいたします。当社は業績の予想が困難であるため前期より

業績予想を開示しておりませんが、今般平成21年3月期の営業収益、営業利益、経常利益および当期純

利益の見通しが前期実績に対して大きく乖離する見込みとなりましたので、お知らせするものです。 

前期（平成20年3月期）は、当社企業グループの 大の収益源であるディーリング事業の収益が、東

京工業品取引所等の国内商品先物市場の流動性低下により落ち込んだことや、旧三井物産フューチャ

ーズ株式会社（現アストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社）の子会社化後の当社企業グル

ープ全体の事業再構築の為の経費増等があり、連結営業利益と連結経常利益がマイナスとなりました。

しかしながら、当期（平成21年3月期）につきましては、前期下期以降回復してまいりましたディーリ

ング事業およびプロップハウス事業の収益力が当期も続く見込みであることに加え投資顧問事業なら

びに外国為替証拠金取引事業においても収益増加を見込んでおります。その結果、当期の連結営業利

益と連結経常利益はプラスに転ずる見込みで、この点前期実績との大きな乖離となっております。 

この詳細につきましては、平成21年3月期第2四半期累計期間の業績予想（連結・個別）と併せ下記

をご参照ください。 

尚、平成20年7月31日付「平成21年3月期 第1四半期決算短信」および平成20年8月14日付「四半期

報告書」にてお知らせしましたとおり、今期より投資顧問事業の一本化ならびにプロップハウス事業

のディーリング事業からの分離という事業区分の変更を行っております。 
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記 

 
１．平成21年3月期第2四半期連結累計期間 業績予想等 

(１) 平成21年3月期第2四半期連結累計期間 業績予想（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

前期実績（A） 836 △558 △595 241

当期予想（B） 1,689 191 197 172

増減額（B-A） 853 749 792 △68

増減率（％） 102.0 － － －

(注) 前期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 

(２) 平成 21 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間業績予想と前年同期実績との比較 

 

（営業収益） 

当第 2 四半期連結累計期間の営業収益は 1,689 百万円の見込みで、前年同期に比べ 853 百万円

増加となる見込みです。 

大の要因は前期下期に改善した東京工業品取引所等の商品先物市場における流動性・価格変動

率（ボラティリティ）が引続き継続する見込みであることによります。これにより、ディーリン

グ事業およびプロップハウス事業からの収益は前年同期に比べ、それぞれ 684 百万円、390 百万円

増加する見込みです。 

投資顧問事業では、商品投資に係る新規運用プログラムを採用するファンド等からの投資一任

契約の受託や、年金基金との資産運用ビジネスの拡大等により運用資産残高の増加を見込んでお

り、運用収益率の改善と併せ営業収益は前期同期に比べ 26 百万円増加する見通しです。 

一方、外国為替証拠金取引事業では昨年 10 月に新たに導入した競争力の高い取引システムの口

座数および預り額は順調に増加しているものの、為替市場のボラティリティ（相場変動率）が低

かったことにより営業収益は前年同期に比べ 31 百万円減少する見通しです。 

更に営業投資事業では、前期末に運用停止を決定した 2つのファンドの償還損が発生したこと 

等により、同事業からの営業収益は前年同期に比べ 15 百万円悪化する見込みです。 

尚、当第 2 四半期連結累計期間は前期に廃業いたしました商品先物取引受託事業からの営業収

益が見込めないため、同事業の前年同期の営業収益 200 百万円分が減収となる予定です。 

 

（営業費用） 

営業費用は、上述のとおり、ディーリング事業およびプロップハウス事業の取引が活発に行わ 
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れ、営業収益の増加を見込んでいることに伴い、商品先物取引所の定率会費およびディーラーの

インセンティブ給等が増加することにより、前年同期に比べ、103 百万円増加し 1,498 百万円とな

る見込みです。 

 

（営業外損益） 

営業外損益は、前年同期に比べ差引 42 百万円の改善となる見込みです。 

これは前期に発生いたしました為替差損および旧三井物産フューチャーズ株式会社（現アストマ

ックス・プロップ・トレーダーズ株式会社）の買収資金に充当いたしました銀行融資に係る支払

手数料がなくなること等による営業外費用の減少が営業外収益の減少を上回ることによるもので

す。 

 

（特別損益） 

特別利益は、アイディーオー証券株式会社を承継会社とするアストマックスFX株式会社の外国

為替証拠金取引事業の一部分割に伴う分割交付金48百万円が当第2四半期連結累計期間に見込ま

れるものの、商品先物取引受託事業の譲渡益、商品取引責任準備金取崩し益ならびに商品先物取

引受託業務廃業に伴う特別利益等が発生した前年同期に比べ1,227百万円減少する見込みです。 

特別損失は、アストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社にてホストコンピューターの

移設費用および情報提供契約解約費用等で8百万円が発生しておりますが、旧三井物産フューチャ

ーズ株式会社が保有しておりました商品先物受託業務関連リース資産の解約損失、特別退職金等

が発生した前年同期に比べ、159百万円減少する見込みです。 

 

以上の結果、営業収益は前年同期実績より853百万円増加し1,689百万円となり、営業利益は前

年同期（前年同期は558百万円の営業損失）より749百万円増加し191百万円、経常利益は前年同期

（前年同期は595百万円の経常損失）より792百万円増加し197百万円となり、当期純利益は前年同

期より68百万円減少し172百万円となる見込みです。 

２．平成21年3月期第2四半期累計期間 個別業績予想等 

(１) 平成21年3月期第2四半期累計期間 個別業績予想（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

前期実績（A） 337 △195 △206 △235

当期予想（B） 1,040 107 189 133

増減額（B-A） 702 302 396 369

増減率（％） 208.3 － － －

(注) 前期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 
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(２) 平成21年3月期第2四半期累計期間業績予想と前年同期実績との比較 

 

（営業収益） 

当第2四半期累計期間の営業収益は前年同期に比べ702百万円増加し、1,040百万円となる見込み

です。事業の種類別セグメントの見通しと前年同期実績との比較は、当第2四半期累計期間の業績

予想と前年同期実績との比較とほぼ同じです（単体では行なっていないプロップハウス事業およ

び外国為替証拠金取引事業を除く）。 

（営業費用） 

主にディーリング事業の商品先物取引所での取引高の増加による取引所定率会費、ディーラー

のインセンティブ給ならびに商品先物委託手数料の増加等により、営業費用は前年同期に比べ399

百万円増加し、932百万円となる見込みです。 

     

以上の結果、営業収益は前年同期実績より702百万円増加し1,040百万円となり、営業利益は107

百万円（前年同期は195百万円の営業損失）、経常利益は189百万円（前年同期は206百万円の経常

損失）、当期純利益は133百万円（前年同期は235百万円の純損失）となる見込みです。 

 

３．平成21年3月期連結業績予想等 

(１) 当期連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

前期実績（A） 2,469 △537 △558 613

当期予想（B） 3,531 435 436  289

増減額（B-A） 1,061 973 994 △323

増減率（％） 43.0 － － △52.7

(注) 前期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日） 

(２) 当期連結業績予想と前期実績との比較 

 

（営業収益） 

当期の営業収益は3,531百万円の見込みで、前期実績より1,061百万円増加となる見込みです。 

上述いたしました東京工業品取引所等の商品先物市場における流動性・価格変動率（ボラティリ

ティ）の改善傾向が今期下期も継続する見通しで、ディーリング事業およびプロップハウス事業

からの営業収益は前期実績に比べ、それぞれ 693 百万円、375 百万円増加する見込みです。 

投資顧問事業では、当第 2 四半期連結累計期間の月次動向に鑑み、商品投資に係る新規運用プ

ログラムを採用するファンド等からの投資一任契約の受託や、年金基金との資産運用ビジネスの
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拡大等により運用資産残高の増加を見込んでおり、運用収益率の改善と併せ営業収益は前期実績

に比べ 157 百万円増加する見通しです。 

一方、外国為替証拠金取引事業では、アイディーオー証券株式会社を承継会社とするアストマ

ックス FX 株式会社の外国為替証拠金取引事業の一部分割を予定しており、平成 20 年 9 月以降は

昨年 10 月に新たに導入した競争力の高い取引システムに経営資源を集中できる体制が整うこと

より口座数および預り額の増大による収益増を見込んでおり、営業収益は前期実績に比べ 29 百万

円改善する見通しです。 

更に営業投資事業では、平成 20 年 5月に運用を開始したファンドが順調な運用収益を達成して 

おり、前期に比べ当社企業グループが運用するファンドからの投資リターンが回復すると見込ん  

でおり、同事業からの営業収益は前期実績に比べ 49 百万円改善する見通しです。 

   尚、当期は前期に廃業いたしました商品先物取引受託事業からの営業収益が見込めないため、

同事業の前期営業収益 244 百万円分が減収となる予定です。 

 

（営業費用） 

営業費用は、旧三井物産フューチャーズ株式会社（現アストマックス・プロップ・トレーダー

ズ株式会社）の子会社化に伴う費用等が今期は大幅に減少するものの、上述のとおり、ディー

リング事業およびプロップハウス事業の取引が活発に行われ、営業収益の増加を見込んでいる

ことに伴い、商品先物取引所の定率会費およびディーラーのインセンティブ給等が増加するこ

とにより、前期実績と比べ、88 百万円増加し 3,095 百万円となる見込みです。 

 

（営業外損益） 

営業外損益は、前期実績と比べ差引 21 百万円の改善となる見込みです。 

これは前期に発生いたしました保険解約益ならびにドットコモディティ株式会社からの受託業務

手数料がなくなるものの、旧三井物産フューチャーズ株式会社（現アストマックス・プロップ・

トレーダーズ株式会社）の買収資金に充当いたしました銀行融資に係る支払手数料がなくなるこ

と等による営業外費用の減少が営業収益の減少を上回ることによるものです。 

 

（特別損益） 

特別利益は、アイディーオー証券株式会社を承継会社とするアストマックスFX株式会社の外国

為替証拠金取引事業の一部分割に伴う分割交付金48百万円が今期見込まれるものの、商品先物取

引受託事業の譲渡益、商品取引責任準備金取崩し益ならびに商品先物取引受託業務廃業に伴う特

別利益等が発生した前期実績と比べ1,701百万円減少する見込みです。 

特別損失は、アストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社にて既に発生しているホスト

コンピューターの移設費用および情報提供解約費用等での8百万円に加えて、当期下期に予定して

おります投資有価証券の売却損30百万円の計上が今期見込まれるものの、旧三井物産フューチャ

ーズ株式会社が保有しておりました商品先物受託業務関連リース資産の解約損失、特別退職金、
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事務所移転費用、委託者保護基金特別負担金一括償却等が発生した前期実績と比べ、277百万円減

少する見込みです。 

 

以上の結果、営業収益は前期実績より1,061百万円増加し3,531百万円となり、営業利益は前期

実績（前期は537百万円の営業損失）より973百万円増加し435百万円、経常利益は前期実績（前期

は558百万円の経常損失）より994百万円増加し436百万円となり、当期純利益は前期実績より323

百万円減少し289百万円となる見込みです。 

４．平成21年3月期個別業績予想等 

(１) 当期業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

前期実績（A） 1,287 △60 △21 △62

当期予想（B） 2,097 210   369 222

増減額（B-A） 809 271 390 284

増減率（％） 62.9 － － －

(注) 前期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日） 

(２) 当期業績予想と前期実績との比較 

（営業収益） 

当期の営業収益は前期実績と比べ809百万円増加し、2,097百万円となる見込みです。事業の種

類別セグメントの見通しと前期実績との比較は、当期連結業績予想と前期連結実績との比較とほ

ぼ同じです（単体では行なっていないプロップハウス事業および外国為替証拠金取引事業を除く）。 

（営業費用） 

主にディーリング事業の商品先物取引所での取引高の増加による取引所定率会費、ディーラー

のインセンティブ給ならびに商品先物委託手数料の増加等により、営業費用は前期実績に比べ538

百万円増加し、1,886百万円となる見込みです。 

     

    （特別損益） 

   特別損失として、予定しております投資有価証券の売却損30百万円を見込んでおります。 

以上の結果、営業収益は 809 百万円増加し 2,097 百万円となり、営業利益は 210 百万円（前期

は 60 百万円の営業損失）、経常利益は 369 百万円（前期は 21 百万円の経常損失）、当期純利益は

222 百万円（前期は 62 百万円の純損失）となる見込みです。 
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5．当期の配当予想について 

 当社は長期的に企業価値を高め、株主の皆様へ還元することが企業として も重要な課題であると

考えております。そのため、従来から原則年１回の期末配当とし、連結純利益の 30％を目処に配当す

る方針としております。前期につきましては、当社がまだ当社企業グループ全体の事業の再構築を鋭

意推進中であったことより、そのための内部留保を考慮し連結純利益の約 5％相当を原資とする配当と

させていただきましたが、今期につきましては従来からの方針に則り、連結純利益の 30％を目処に 1

株当たり 680 円を配当させていただく予定です。 

６．その他 

当期業績予想（連結・個別）は、現時点において入手可能な情報と当社の過去の経験に基づく見方・

評価をベースに作成された 善のものと当社は考えていますが、当社企業グループの事業である投資

顧問事業、ディーリング事業、プロップハウス事業、外国為替証拠金取引事業ならびに営業投資事業

は時々の経済情勢や商品・証券・為替等の市場環境から大きな影響を受けるため、将来の業績を予想

することは難しく、実際の業績と異なる結果となる可能性があります。 

 

以上 
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