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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 3,183 ― △479 ― △435 ― △294 ―

20年3月期第2四半期 4,954 △30.3 1,126 ― 1,161 ― 546 ―

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 △18.40 ―

20年3月期第2四半期 34.13 ―

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 48,545 11,178 23.0 699.97
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2四半期  11,178百万円 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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 7,500 △28.8 550 ― 550 ― 330 ― 20.66

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 有

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  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2四半期  256,878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2四半期  15,999,517株 20年3月期第2四半期  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．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．本資料に記載されている予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、本資料の予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は３ページ「定性的情報・財務諸表等３．業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 
３．なお、平成20年11月７日付、「業績予想の修正に関するお知らせ」において、業績予想の修正をいたしております。  



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２四半期における国際経済は、米国サブプライム問題に端を発した米国金融不安が拡大する傾向を見せ始め、

全世界の金融市場に波及し、実体経済にも多大な影響を与えるという憶測により、急激に減速する兆を見せ始めまし

た。 

 わが国経済にとっては当初こそサブプライムローンの影響は限定的だと考えられていたものの、金融不安が全世界

に波及するに至り、内外株式市場が大幅に下落し始めたことにより、先行きの不透明感が強まってまいりました。一

方、原油、貴金属、穀物といった国際商品は7月までは新興国の旺盛な需要を背景に上昇基調を辿っておりました

が、それ以降は調整局面から下落基調へと辿り始めました。 

 そういった中、国内商品先物市場におきましては、勧誘規制の強化等による影響に加え、上記国際商品の下落も大

きな要因となり、売買高は51,423千枚(前年同期比29.3%)と大幅に減少しました。当社におきましても、このような

環境の影響を避けられず、当第2四半期の売買高は482千枚(前年同期比20.2%)と減少することとなり、手数料収入に

多大な影響を与えました。 

一方、外国為替証拠金取引におきましても、８月以降はほとんどの外貨に対し円高が進行したため、預り高が大

幅に減少し、手数料を始めとする収入に大きな影響を与える結果となりました。 

この結果、当第２四半期における営業収益は3,183百万円(前年同期比35.7％減)、営業損失は479百万円（前年

同期は1,126百万円の営業利益）経常損失は435百万円（前年同期は1,161百万円の経常利益）、四半期純損失は294

百万円(前年は546百万円の四半期純利益）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２四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ10,913百万円減少し、48,545百万円となりました。 

 これは主に差入保証金が9,544百万円及び外国為替取引預け金が3,145百万円減少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10,281百万円減少し、37,366百万円となりました。 

 これは主に預り証拠金が7,442百万円減少したこと等によります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ632百万円減少し、11,178百万円となりました。 

 これは主に別途積立金が1,000百万円増加しましたが、繰越利益剰余金が1,614百万円減少し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873百万円減少し、

当第２四半期末には5,273百万円となりました。なお、当第２四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） 

 営業活動の結果得られた資金は88百万円（前年同期1,298百万円の収入）となりました。これは主に税引前四半

期純損失による減少に対し、貸倒引当金等の非資金支出と預り証拠金代用の減少による立替金の減少が上回ったこ

とによるものです。 

（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523百万円（前年同期85百万円の支出）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438百万円（前年同期426百万円の支出）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 

 第２四半期におきましては、第１四半期まで上昇基調を辿っていた国際商品市場が調整局面に入りさらには下落し

始めたこともあり、貴金属を主力とする当社の取組高は大きく減少することとなりました。貴金属市場はじめ国際商

品市場のボラティリティ(価格変動率)が非常に増大したため、一般投資家離れの傾向も見られました。 

 通期の営業収益につきましては、ペーパー資産に代わる資産として投資需要が高まっている金を中心に新たな営業

戦略を展開し、業績の向上を見込んでおりますが、第2四半期において減少した顧客預り資産の回復に少なからぬ時

間を要すると予想し、7,500百万となる見込みであります。 

 営業費用においては、費用対効果を厳正に見直し、六本木支店を閉鎖するなど抜本的な経費の見直しをすすめてお

り、これらの効果が下期において現れてくることが予想されます。 

ただし、営業費用の削減効果は限定的であり営業収益の落ち込みを十分に補うものでないため、経常利益につき

ましては、営業収益の減少の影響を大きく受け、大幅に減少し、経常利益550百万円となる見込みです。 

通期の当期純利益につきましては、上記の理由により、330百万円となる見込みであります。 



   

  

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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりまし

たが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

③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、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。 

  



 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。 

  

（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。 

  



５．四半期財務諸表 
（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20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 7,901,544 9,319,671

受取手形及び売掛金 76,959 83,282

委託者未収金 535,961 322,544

商品 507,679 545,102

保管有価証券 4,211,890 5,710,703

差入保証金 7,891,343 17,435,910

委託者差金 13,938,557 9,604,645

外国為替取引預け金 7,256,101 10,402,020

その他 1,746,385 1,170,175

貸倒引当金 △21,444 △21,447

流動資産合計 44,044,979 54,572,608

固定資産   

有形固定資産 538,310 524,344

無形固定資産 58,694 46,593

投資その他の資産   

投資有価証券 425,115 411,534

固定化営業債権 3,476,265 3,525,449

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 2,628,244 2,716,928

貸倒引当金 △3,826,511 △3,538,426

投資その他の資産合計 3,903,113 4,315,485

固定資産合計 4,500,118 4,886,422

資産合計 48,545,097 59,459,031

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,820 91,277

1年内返済予定の長期借入金 212,000 212,000

未払法人税等 20,523 187,142

賞与引当金 140,130 148,139

預り証拠金 31,440,753 38,883,370

預り証拠金代用有価証券 4,211,890 5,710,703

その他 584,638 1,613,806

流動負債合計 36,658,757 46,846,439

固定負債   

長期借入金 274,000 380,000

退職給付引当金 377,704 377,999

その他 33,936 －

固定負債合計 685,640 757,999



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 22,019 43,064

特別法上の準備金合計 22,019 43,064

負債合計 37,366,417 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 5,942,708 6,557,149

自己株式 △102,607 △92,270

株主資本合計 11,205,323 11,830,101

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,643 △18,573

評価・換算差額等合計 △26,643 △18,573

純資産合計 11,178,679 11,811,527

負債純資産合計 48,545,097 59,459,031



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

営業収益  

受取手数料 2,925,606

売買損益 △51,885

その他 309,512

営業収益合計 3,183,232

営業費用 3,662,557

営業損失（△） △479,324

営業外収益  

受取利息 33,863

受取配当金 2,148

為替差益 297

雑収入 19,584

営業外収益合計 55,894

営業外費用  

支払利息 10,326

その他 1,412

営業外費用合計 11,739

経常損失（△） △435,169

特別利益  

商品取引責任準備金戻入額 124,155

株式受贈益 27,063

償却債権取立益 3,628

特別利益合計 154,847

特別損失  

固定資産除売却損 410

商品取引責任準備金繰入額 103,109

貸倒引当金繰入額 84,448

特別損失合計 187,968

税引前四半期純損失（△） △468,290

法人税、住民税及び事業税 13,292

法人税等調整額 △187,228

法人税等合計 △173,936

四半期純損失（△） △294,354



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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（△） △468,290

減価償却費 24,663

貸倒引当金の増減額（△は減少） 288,082

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,009

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） △294

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △21,045

受取利息及び受取配当金 △36,012

支払利息 10,326

固定資産除売却損益（△は益） 410

株式受贈益 △27,063

委託者未収金の増減額（△は増加） △164,358

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） 545,068

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,423

委託者未払金の増減額（△は減少） △5,767

委託者差金の増減額（△は増加） △4,333,911

差入保証金の増減額（△は増加） 9,544,566

預り証拠金の増減額（△は減少） △7,442,616

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） △1,498,813

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） 3,145,918

その他 679,233

小計 219,511

利息及び配当金の受取額 33,911

利息の支払額 △8,475

法人税等の支払額 △156,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,908

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 △4,540

有形固定資産の売却による収入 200

貸付による支出 △520,000

貸付の回収による収入 720

投資活動によるキャッシュ・フロー △523,620

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

リース債務の返済による支出 △1,923

自己株式の取得による支出 △10,337

配当金の支払額 △320,086

財務活動によるキャッシュ・フロー △438,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △873,058



（単位：千円）

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

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 5,273,630



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 営業収益                  

受取手数料  4,366,904            

売買損益 △28,286            

その他営業収益  615,432  4,954,051  100.0

Ⅱ 営業費用            3,827,769  77.3

営業利益        1,126,282  22.7

Ⅲ 営業外収益        67,951  1.4

Ⅳ 営業外費用        32,555  0.6

経常利益        1,161,677  23.5

Ⅴ 特別利益                  

固定資産売却益  2            

商品取引責任準備金   
戻入額  38,200            

株式受贈益  42,074            

過年度償却済債権取立益  43,147  123,424  2.5

Ⅵ 特別損失                  

固定資産除売却損  9,376            

商品取引責任準備金繰入
額  37,262            

会員権評価損  12,722            

貸倒引当金繰入額  321,841  381,202  7.7

税引前中間純利益        903,899  18.3

法人税、住民税及び事業
税  12,712            

法人税等調整額  345,008  357,720  7.3

中間純利益        546,179  11.0

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間

（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 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税引前中間純利益           903,899

減価償却費  18,615

貸倒引当金の増加額  388,491

賞与引当金の増加額  25,937

役員賞与引当金の増加
（△減少）額 

△40,000

退職給付引当金の増加
（△減少）額 

△5,211

商品取引責任準備金の減
少額 

△937

受取利息及び受取配当金 △58,158

支払利息  15,066

固定資産売却益 △2

固定資産除売却損  9,376

会員権評価損  12,722

株式受贈益 △42,074

委託者未収金の減少（△
増加）額  107,135

為替証拠金取引委託口預
金減少（△増加）額  1,637,145

たな卸資産の増加額 △32,708

敷金及び権利金の増加額 △267,220

委託者未払金の増加（△
減少）額 

△29,392

委託者差金（借方）の減
少（△増加）額 

△341,957

差入保証金の減少（△増
加）額 

△598,696

預り証拠金の減少額 △4,032,038

預り証拠金代用有価証券
の増加（△減少）額 

△168,654

外国為替取引預け金の増
加（△減少）額  3,510,312

その他  271,371

小計  1,283,020

利息及び配当金の受取額  57,037

利息の支払額 △13,346

法人税等の支払額 △28,188

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,298,522



  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 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 

△87,632

有形固定資産の売却によ
る収入  411

貸付金による支出 △1,300

貸付金の回収による収入  2,660

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△85,860

Ⅲ 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

配当金の支払額 △320,086

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△426,086

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
（△減少）額  786,574

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中間
期末残高 

 4,431,593
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