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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 1,728 ― 226 ― 249 ― 193 ―

20年3月期第2四半期 836 39.7 △558 ― △595 ― 241 ―

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2四半期 1,512.09 ―

20年3月期第2四半期 2,124.41 2,086.09

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2四半期 7,549 4,440 58.7 35,109.02
20年3月期 7,317 4,289 58.6 33,499.81

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,435百万円 20年3月期  4,287百万円

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 ― 0.00 ― 240.00 240.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 680.00 680.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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

通期 3,531 43.0 435 ― 436 ― 289 △52.7 2,279.73

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結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（四半期連結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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、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おりますが、当
社企業グループの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、実際の業績とは異なる
結果となる可能性があります。 
業績予想の前提となる条件等については、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関する定性的情報」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） 21年3月期第2四半期  127,996株 20年3月期  127,996株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,675株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  127,833株 20年3月期第2四半期  113,456株
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(百万円未満切捨て)

連結経営成績(会計期間)（平成20年７月１日～平成20年９月30日） 

(％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２四半期 914 ─ 207 ─ 228 ─ 197 ─

20年３月期第２四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

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２四半期 1,544 10 ─
20年３月期第２四半期 ─ ─
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当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日）においては、世界的な金融市場の

混乱が更に深刻化する中、金融市場が比較的堅固だと言われていたわが国経済においても、輸出の伸び悩

み等を背景とする実体経済への悪影響が見られる様になりました。 

この間、当社企業グループの主要事業と関わりの深い商品市況は、７月半ばに、米国WTI原油先物相場

が１バレル当たり$147を超える高値を付けた後、金を除くほぼ全銘柄が反落に転じました。世界的な景気

減速から商品需要が減退するとの観測が広がる中、他市場で損失を被ったファンドや投資家が商品投資か

ら資金を引き上げる動きも加速し、下げを急速なものとしました。これまで売られていたドルの円を除く

主要通貨に対する反発はドル建てで取引される商品価格を押し下げ、更に円建ての商品価格は、円高によ

り下げ幅を一層大きくしました。 

商品先物市場の値動きの大きさは、当社企業グループの主要事業であるディーリング事業並びにプロッ

プハウス事業に好影響を与えましたが、金融市場における投資環境の著しい悪化が、顧客資産運用ビジネ

スにおいては投資マインドの急速な冷え込みへとつながり、期初に見込んでいた契約資産獲得が難しい状

況となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりですが、第１四半期連結会計期間より事業区分に

つき以下の変更を行っております。 

従来、投資顧問事業については、運用対象により主務官庁が異なること等から商品投資顧問事業並び

に証券投資顧問事業と分けて表示して参りました。しかしながら、前期６月の子会社買収により連結営

業収益に占める割合が低下したこと、運用対象を横断的にとらえる法体系の整備も進みつつあること、

顧客に対するサービスの提供という観点から両事業の関連性が非常に高まっていることなどにより、第

１四半期連結会計期間から商品投資顧問事業と証券投資顧問事業を統一し、投資顧問事業として表示す

ることといたしました。 
  

前期６月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）子会社化後、グループ全体の事業戦略の見直しを進めて参りました。その結果、第１四半期連結会

計期間よりアストマックス株式会社のディーリング部にて行っている事業とアストマックス・プロッ

プ・トレーダーズ株式会社のディーリング部にて行っている事業はそれぞれのビジネス・モデルを大き

く異にする別々の事業として経営戦略上位置づけ、推進していくことといたしました。このためセグメ

ント情報においても第１四半期連結会計期間からそれぞれディーリング事業とプロップハウス事業に分

けて表示することといたしました。 

なお、平成20年７月１日にアストマックス・フューチャーズ株式会社をアストマックス・プロップ・

トレーダーズ株式会社に社名変更しております。 
  

以下に記載しております営業収益などセグメント情報の前年同期との比較に関する記載は、前年同期の

営業収益などをこの変更後のセグメントに組替えた金額との比較によっております。 
  

また、平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期

第１四半期決算短信（平成20年７月31日開示）をご参照ください。 

当事業では、国内外の商品先物市場および金融商品市場を中心に、顧客資産の運用業務を行っている

他、年金基金に対してポートフォリオマネジメント業務を行っております。 
  

当第２四半期連結会計期間の顧客運用資産残高推移は以下のとおりです。 

・「Astmax Commodity Index（AMCI）」連動型運用プログラムは、商品価格の下落による運用資産の減

少に投資家からの解約が重なり、21.4億円減となりました。 

・「アストジェネシス」の運用資産は、0.5億円減となりました。 

・「アスト・コモディティ・グローバル・マクロ」の運用資産は、0.8億円増と微増に留まりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

（1）投資顧問事業

（2）プロップハウス事業

①  投資顧問事業
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・平成20年６月に運用開始された「コモディティ・バスケット型」の運用資産は、商品価格の下落に伴

う資産の減少によって、0.5億円減となりました。 

・商品運用に付随する債券運用戦略等は、AMCI（商品指数）連動型の資産減少の影響を受けて、24.4億

円減と大幅に減少しました。 

・ポートフォリオマネジメント事業の運用資産は、既存契約の一部で増額を獲得し、7億円増加しまし

た。 
  

当事業全体の運用資産残高は、平成20年６月末の239億円から当第２四半期末には200億円に大幅に減

少しました。この中で、顧問報酬率の高いアクティブ型の運用比率は僅かに増加しました。 

以上の結果、投資顧問事業の当第２四半期連結会計期間の営業収益は54百万円（前年同期比35.2%

増）となりました。 

  

当事業では、東京工業品取引所等国内商品先物市場を中心に、一部海外商品先物市場・OTC市場

（※）も利用してディーリング業務を行っております。 

当第２四半期の市場環境に関しましては、金融市場の混乱に嫌気が差した投機資金の流出を受け、上

昇トレンドを形成していたエネルギー、貴金属、穀物市場が高値から暴落する展開となりました。金に

関しましては、 終的なリスクヘッジ商品としての側面が見直され安値から急反発する場面も見られま

したが、エネルギー、穀物は低迷を余儀なくされております。 

このような環境下、デイトレード等短期売買に関する取引手法の見直しを行う一方、裁定取引に関し

ましても機動的なポジショニングを行うことにより、収益を拡大することができました。 

また、機動的な短期売買及び裁定取引の増加により、当社ディーリング部の東京工業品取引所におけ

る取引高は第１四半期に引き続き当第２四半期も第一位となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は579百万円（前年同期比318.8%増）となりまし

た。 

（※）OTC市場とは、取引所を介さない相対取引の市場のこと。 

  

当事業では、原則として電子取引に限定した自己売買取引を実施しております。主たる市場は、東京

工業品取引所と東京穀物商品取引所でありますが、一部海外商品先物市場、外国通貨先物、株価指数先

物および非鉄金属のOTC取引も活用しております。 

当第２四半期の市場環境に関しましては、経済成長の大幅鈍化で需要が当初見込みから急速に減少し

たことと、信用収縮によって一部の金融機関やファンドがポジションを大幅縮小する動きに出たため

に、海外主力市場では、金を除くほぼ全商品で大きく反落しました。国内先物市場においても、同時に

連動し流動性が低下した状態のまま主要商品価格は大きく値下がりしました。その間、日中の価格変動

は、価格水準の低下にもかかわらず非常に大きな振幅を示しました。その様な状況下、リスク許容量を

抑制しつつも、日中の価格変動の上下幅の拡大を利用したデイトレードを中心とする短期売買や海外と

の価格差を利用した短期の裁定取引に取り組みました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は256百万円（前年同期比127.8%増）となりまし

た。 

  

当事業では、アストマックスFX株式会社におきまして、外国為替証拠金取引（FX取引）の専門業者と

して、個人投資家向けを中心にオンライン取引のサービスを提供する業務を行っております。 

当第２四半期の市場環境に関しましては、原油・商品相場の調整等によって８月までドル円相場は１

ドル＝110円台半ばへと続伸した後、米系証券大手リーマンブラザーズの米連邦破産法（11条）申請等

の金融危機に伴い９月は１ドル＝104円台へと一方向に円高が進む展開となりました。このような環境

下、８月末には２つの取引システムのうちアイディーオー証券株式会社をカバー先とする『スーパーカ

レンシー』について、同社を承継会社とする吸収分割を実施いたしました。その結果、９月より取引シ

ステムはSAXO銀行をカバー先とする『アルゴリズムトレードＦＸ』に一本化されております。同取引シ

ステムの口座数および預り額は順調に増加しましたが、円高局面において顧客がマイナー通貨のキャリ

②  ディーリング事業

③ プロップハウス事業

④ 外国為替証拠金取引事業
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ートレード等で損失を被ったことから、取引ボリュームは伸び悩みました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は30百万円（前年同期比39.2%減）となりまし

た。 

なお、アイディーオー証券株式会社を承継会社とする吸収分割により、47百万円を当第２四半期連結

会計期間に特別利益として計上しております。 

  

当事業では、当社企業グループが運用するファンド等への自己資金を使った営業投資と、自己勘定で

の債券先物への投資を行っております。 

本年９月末現在における前者の営業投資勘定の投資対象ファンドは「アストジェネシスファンド」、

「アストAMCIファンド」、「アスト・コモディティ・グローバル・マクロ・ファンド」となっておりま

す。当社企業グループが運用するファンド等への自己資金を使った営業投資では、本年９月末現在で含

み益が生じておりますが、分配等がなされておりませんので、営業収益には計上されておりません。 

一方、債券先物運用の当第２四半期における運用成績は、マイナスとなりました。 

以上の結果、営業投資事業の当第２四半期連結会計期間の営業収益は６百万円のマイナス（前年同期

は△６百万円の営業収益）となりました。 

  

上記の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は前年同期比502百万円（122.0%）増加し914百万円

となりました。一方、営業費用は27百万円（4.0%）増加の706百万円となり、経常利益は228百万円（前年

同期は294百万円の経常損失）となりました。また、四半期純利益は前年同期比267百万円（57.6%）減少

の197百万円となりました。 

  

なお、当社企業グループは平成20年１月11日に商品取引員の廃業届を主務省に提出し、商品先物取引受

託事業より完全に撤退いたしましたが、平成20年３月期第２四半期連結会計期間の実績には同事業からの

営業収益76百万円等が含まれております。 

  
  ※  上記「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期の増減率及び前年同四半期の金額につきまし

ては、四半期制度導入初年度のため、参考として記載しております。 

  

流動資産は、前連結会計年度に比べて0.0％減少し、6,094百万円となりました。これは、差入保証金

が1,401百万円増加し、現金及び預金が606百万円、金銭の信託が570百万円減少したこと等によりま

す。 

固定資産は、前連結会計年度に比べて19.3％増加し、1,455百万円となりました。これは、投資有価

証券が232百万円増加したこと等によります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて3.2％増加し、7,549百万円となりました。 
  

流動負債は、前連結会計年度に比べて6.5％増加し、2,525百万円となりました。これは、カバー取引

相手方差金（※）が159百万円増加したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度に比べて11.3％減少し、583百万円となりました。これは、長期借入金

が76百万円減少したこと等によります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度に比べて2.7％増加し、3,109百万円となりました。 
  

（※）カバー取引相手方差金とは、外国為替証拠金取引事業において、カバー取引先であるSAXO銀行との間におけ

る未決済玉に係る未実現損益を指します。 

  

純資産合計は、前連結会計年度に比べて3.5％増加し、4,440百万円となりました。これは、利益剰余

金が162百万円増加する一方、自己株式の取得により43百万円減少したことによるものです。 

⑤  営業投資事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）
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当社企業グループの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、実際の業績とは異なる結果となる可能性がありますが、平成21

年３月期通期の業績予想につきましては、現時点では平成20年８月20日に公表いたしました通期の業績予

想に変更はありません。 

今後、何らかの変更がある場合には適切に開示してまいります。 
  

  
  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を第１四半期連結会計期間から適用し、トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準につ

いては、低価法から時価法に変更しております。なお、当該変更に伴う損益に与える影響はございま

せん。 

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,174,169 2,780,552 

営業未収入金 47,640 47,226 

有価証券 76 325,230 

差入保証金 2,643,146 1,241,825 

未収還付法人税等 1,429 43,299 

金銭の信託 850,000 1,420,000 

繰延税金資産 157,120 94,987 

その他 220,794 144,024 

流動資産合計 6,094,378 6,097,147 

固定資産 

有形固定資産 

建物 70,338 70,338 

減価償却累計額 △16,616 △11,988 

建物（純額） 53,722 58,350 

器具及び備品 94,130 81,483 

減価償却累計額 △54,476 △45,425 

器具及び備品（純額） 39,654 36,057 

有形固定資産合計 93,376 94,407 

無形固定資産 28,389 31,012 

投資その他の資産 

投資有価証券 547,816 315,699 

出資金 61,626 60,938 

長期差入保証金 612,511 637,854 

長期未収入金 32,468 33,218 

保険積立金 38,107 37,952 

その他 61,571 29,888 

貸倒引当金 △20,372 △20,522 

投資その他の資産合計 1,333,729 1,095,029 

固定資産合計 1,455,494 1,220,449 

資産合計 7,549,873 7,317,597 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

営業未払金 10,849 9,635 

短期借入金 245,000 236,100 

1年内返済予定の長期借入金 152,553 162,553 

1年内償還予定の社債 20,000 20,000 

未払金 333,105 409,899 

未払費用 47,446 17,811 

未払法人税等 154,511 27,823 

外国為替取引預り証拠金 1,195,184 1,396,299 

賞与引当金 4,858 48,815 

インセンティブ給引当金 45,888 26,481 

その他 316,038 14,775 

流動負債合計 2,525,434 2,370,195 

固定負債 

社債 20,000 30,000 

長期借入金 488,170 564,446 

繰延税金負債 24,802 11,829 

退職給付引当金 44,058 45,062 

損害賠償引当金 6,700 6,700 

固定負債合計 583,731 658,038 

負債合計 3,109,166 3,028,233 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,720,000 1,720,000 

資本剰余金 1,245,150 1,245,150 

利益剰余金 1,495,904 1,333,329 

自己株式 △43,580 － 

株主資本合計 4,417,475 4,298,480 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 22,810 △4,045 

為替換算調整勘定 △5,280 △6,593 

評価・換算差額等合計 17,530 △10,638 

新株予約権 5,700 1,521 

純資産合計 4,440,706 4,289,363 

負債純資産合計 7,549,873 7,317,597 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業収益 

投資顧問事業収益 91,669 

ディーリング事業収益 1,046,142 

プロップハウス事業収益 558,505 

外国為替証拠金取引収益 54,059 

営業投資収益 △21,869 

営業収益合計 1,728,506 

営業費用 1,501,877 

営業利益 226,629 

営業外収益 

受取利息 8,022 

為替差益 23,000 

その他 5,834 

営業外収益合計 36,856 

営業外費用 

支払利息 13,500 

その他 515 

営業外費用合計 14,015 

経常利益 249,470 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 150 

事業譲渡益 47,953 

特別利益合計 48,103 

特別損失 

特別退職金 3,297 

情報提供契約解約損失 2,039 

システム移設費用 3,325 

特別損失合計 8,661 

税金等調整前四半期純利益 288,912 

法人税、住民税及び事業税 144,776 

法人税等調整額 △49,159 

法人税等合計 95,617 

四半期純利益 193,294 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業収益 

投資顧問事業収益 54,035 

ディーリング事業収益 579,574 

プロップハウス事業収益 256,318 

外国為替証拠金取引収益 30,901 

営業投資収益 △6,482 

営業収益合計 914,347 

営業費用 706,615 

営業利益 207,732 

営業外収益 

受取利息 4,081 

為替差益 19,093 

その他 3,128 

営業外収益合計 26,302 

営業外費用 

支払利息 5,521 

その他 454 

営業外費用合計 5,975 

経常利益 228,059 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 45 

事業譲渡益 47,953 

特別利益合計 47,998 

特別損失 

情報提供契約解約損失 127 

特別損失合計 127 

税金等調整前四半期純利益 275,931 

法人税、住民税及び事業税 135,540 

法人税等調整額 △56,746 

法人税等合計 78,793 

四半期純利益 197,137 
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日) 
該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日) 
(千円) 

 
※１ 平成20年６月に剰余金の配当を行いました。 

  ２ 市場より平成20年８月に1,705千円、平成20年９月に41,875千円取得いたしました。 
  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 1,720,000 1,245,150 1,333,329 ─ 4,298,480

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 ※１ ─ ─ △30,719 ─ △30,719

 四半期純利益 ─ ─ 193,294 ─ 193,294

 自己株式の取得 ※２ ─ ─ ─ △ 43,580 △ 43,580

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ ─ 162,575 △ 43,580 118,994

当第２四半期連結会計期間末残高 1,720,000 1,245,150 1,495,904 △ 43,580 4,417,475
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「参考」

前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業収益

 １ 商品投資顧問業収益 52,826

 ２ 証券投資顧問業収益 18,130

 ３ ディーリング収益 474,760

 ４ 商品先物取引受託収益 200,528

 ５ 外国為替証拠金取引収益 87,085

 ６ 営業投資収益 3,053 836,385

Ⅱ 営業費用 1,394,579

営業損失 558,194

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 13,719

 ２ 業務受託収入 7,081

 ３ その他 3,156 23,957

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 15,150

 ２ 為替差損 6,464

 ３ 借入手数料 25,000

 ４ デューディリジェンス費用 4,800

 ５ その他 9,526 60,941

経常損失 595,178

Ⅴ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 1,482

 ２ 商品取引責任準備金戻入額 557,022

 ３ 事業譲渡益 712,383

 ４ その他 4,500 1,275,388

Ⅵ 特別損失

 １ リース解約損 85,188

 ２ 特別退職金 52,646

 ３ 情報提供契約解約損失 17,473

 ４ その他 13,221 168,529

税金等調整前中間(当期)純利益 511,681 

  法人税、住民税及び事業税 1,253

  法人税等調整額 269,400 270,653

中間(当期)純利益 241,027
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