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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,891 ― 516 ― 488 ― 327 ―

20年3月期第3四半期 1,501 94.2 △617 ― △650 ― 188 ―

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3四半期 2,585.94 ―

20年3月期第3四半期 1,621.61 1,596.54

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3四半期 7,350 4,471 60.7 36,713.27
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3四半期  4,463百万円 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 2,309.30

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 
 ・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。 
なお、当四半期における連結業績予想は、自己株式数の変動に伴い１株当たり当期純利益につき変更しており、その他業績予想数値は変更しておりません。 
・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１
４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。  

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3四半期  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3四半期  6,409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3四半期  126,717株 20年3月期第3四半期  116,357株
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(百万円未満切捨て)

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  
  

連結経営成績(会計期間)（平成20年10月１日～平成20年12月31日）

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３四半期 1,162 ─ 289 ─ 238 ─ 134 ─

20年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

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３四半期 1,079 46 ─
20年３月期第３四半期 ─ ─
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当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）においては、世界的な需要の急

減・モノとお金の流れの停滞が、未曾有のスピードで深刻化しました。国内外で、企業の業績下方修正、

投資計画の縮小、人員削減の発表が相次ぎ、先進諸国では景気後退が決定的になりました。各国政府か

ら、金融安定化策や景気刺激策が次々と発表される中、本邦株式市場は、平成20年末にかけて、安値から

はかなり回復しましたが、依然として不安定な値動きが続いています。 

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も、景気低迷による需要減退と投資資金

の引き出しの余波を受けて暴落しました。エネルギー市場では、OPECが石油の大幅減産を発表したもの

の、世界的な石油製品需要後退懸念が根強く、米国WTI原油先物市場は12月半ばに１バレル当たり32ドル

台まで急落しました。僅か５ヶ月で７月の高値から価格が４分の１になったこととなります。その他の商

品も、安全資産として投資が集まった金を除いて全面安の展開でした。また、国内商品市場では、ドル建

て商品価格の下落に加えて、ドル安円高の影響が加わり、円建ての商品価格は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

プハウス事業に対しては、第２四半期に続いて好影響を与えました。一方、投資顧問事業においては、商

品指数連動型運用で商品価格の急落に伴って運用資産が減少した他、機関投資家を中心に投資マインドが

凍結してしまい、第３四半期中に見込んでいた新規運用資産獲得は達成できませんでした。 

  

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）、平成21年３月期第２四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２四半期決算短信（平成20年10月31日開示）をご参照くださ

い。 

・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
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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３四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の運用資産は、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、12.3億円減少しました。 

・「アストジェネシス」の運用資産は、4.2億円減少しました。 

・「アスト・コモディティ・グローバル・マクロ」の運用資産は、0.3億円増加しました。 

・「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、1.8億

円減少しました。 

・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、18.0億

円減少しました。 

・ポートフォリオマネジメント業務の運用資産は、変化ありませんでした。 
  

当事業全体の運用資産残高は、平成20年９月末の200億円から当第３四半期末には164億円に減少しま

した。 

以上の結果、投資顧問事業の当第３四半期連結会計期間の営業収益は49百万円（前年同期比34.2%

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３四半期の市場環境に関しましては、世界的な金融市場の混乱及び景気減速見通しを受け、商品

市場は原油を中心に暴落の展開となりました。原油は１バレル100ドルから40ドル割れまで下落、金も

１オンス900ドルから700ドル割れまで大幅な下落となりました。金は年末にかけて 終的なリスクヘッ

ジ商品としての側面が見直され850ドルを回復しましたが、原油は依然軟調な動きに終始しておりま

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、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２四半期に引き続き当第３四半期

も第一位となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は720百万円（前年同期比143.0%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３四半期の市場環境に関しましては、世界の景況感の一層の悪化と金融機関やファンドを中心と

したリスク回避の動きを背景とした大量の手仕舞い売り圧力が市場を覆い、各商品価格は、10月、大幅

に下落しました。11月以降、貴金属は下げ止まりましたが、その他の商品はさらに下落基調をたどりま

した。市場の流動性は第３四半期を通じて一段と低下しました。 

このような環境下、前四半期に引き続き、日中の価格の上下変動幅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等に取り組みました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は380百万円（前年同期比46.3%増）となりまし

た。 

  

①  投資顧問事業

②  ディーリング事業

③ プロップハウス事業
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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３四半期の市場環境に関しましては、欧米金融機関の信用収縮による金融危機がさらに加速し、

世界的な同時株安や商品市場の大幅な下落を誘発しました。為替市場に関してはドル円相場が10月の１

ドル＝106円台から12月には一時１ドル＝87円台をつけるなど米ドルの急速な下落とともに、円はユー

ロ等の主要通貨や他の高金利通貨に対して全面高の展開となりました。 

このような環境下、顧客口座数は順調に増加しましたが、円のキャリートレードを継続していた顧客

を中心に損失確定が進んだため、預り額および取引ボリュームは大幅に減少いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は18百万円（前年同期比22.2%減）となりまし

た。 

  

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。 

平成20年12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。コモディティ価格の大幅な下落に伴い、コモディティインデックス連動型の「アストAMCIフ

ァンド」の純資産価額は平成20年９月末日比、約マイナス40％となりました。なお、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全体では、平成20年12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３四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３四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３百万円の営業収益）となりました。 

  

上記の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は前年同期比498百万円（74.9%）増加し、1,162百

万円となりました。一方、営業費用は148百万円（20.5%）増加の873百万円となり、経常利益は238百万円

（前年同期は55百万円の経常損失）となり、連結四半期純利益は134百万円（前年同期は52百万円の四半

期純損失）となりました。 
  

  ※  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、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、5,977百万円となりました。これは、金銭の信

託が720百万円、有価証券が325百万円、現金及び預金が191百万円減少し、差入保証金が1,049百万円増

加したこと等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて12.5％増加し、1,372百万円となりました。これは、投資有

価証券が251百万円増加し、長期差入保証金が26百万円、前払年金費用が25百万円、出資金が20百万円

減少したこと等によります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％増加し、7,350百万円となりました。 
  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.9％増加し、2,392百万円となりました。これは、インセン

ティブ給引当金が204百万円、未払法人税が193百万円、売却借入商品が160百万円、短期借入金が113百

万円増加し、外国為替取引預り証拠金が565百万円減少したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて26.1％減少し、486百万円となりました。これは、長期借入

金が152百万円減少したこと等によります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.9％減少し、2,878百万円となりました。 
  

④ 外国為替証拠金取引事業

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）
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.3％増加し、4,471百万円となりました。これは、四半期

純利益による利益剰余金の増加が327百万円、自己株式の取得により150百万円減少したこと等によるも

のです。 

  
  

当社企業グループの当第3四半期終了時点における業績は計画を上回るペ－スで進捗しておりますが、
主要取引先である東京工業品取引所の流動性の低下傾向に歯止めが掛からないため、ディーリング事業お
よびプロップハウス事業の第4四半期における収益見通しが不透明であること、外国為替証拠金取引事業
の採算が悪化していること、当社連結子会社毎の業績にばらつきが見られるため法人税等の見通しが難し
いこと等により、現在のところ平成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。 
なお、上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、予想に内在

するさまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合
があります。 

  
  

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。 

  

（純資産）

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,589,299 2,780,552 

営業未収入金 33,833 47,226 

有価証券 － 325,230 

差入保証金 2,291,750 1,241,825 

未収還付法人税等 1,429 43,299 

金銭の信託 700,000 1,420,000 

繰延税金資産 124,323 94,987 

その他 237,177 144,024 

流動資産合計 5,977,813 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 △18,930 △11,988 

建物（純額） 51,407 58,350 

器具及び備品 98,112 81,483 

減価償却累計額 △59,816 △45,425 

器具及び備品（純額） 38,296 36,057 

有形固定資産合計 89,704 94,407 

無形固定資産 14,725 31,012 

投資その他の資産   

投資有価証券 567,306 315,699 

出資金 40,108 60,938 

長期差入保証金 611,501 637,854 

長期未収入金 32,073 33,218 

保険積立金 33,734 37,952 

その他 4,055 29,888 

貸倒引当金 △20,277 △20,522 

投資その他の資産合計 1,268,501 1,095,029 

固定資産合計 1,372,931 1,220,449 

資産合計 7,350,745 7,317,597 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,879 9,635 

売却借入商品 160,940 － 

短期借入金 350,000 236,100 

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 122,305 409,899 

未払費用 49,739 17,811 

未払法人税等 221,453 27,823 

外国為替取引預り証拠金 831,249 1,396,299 

賞与引当金 21,187 48,815 

インセンティブ給引当金 230,953 26,481 

その他 229,234 14,775 

流動負債合計 2,392,496 2,370,195 

固定負債   

社債 20,000 30,000 

長期借入金 411,893 564,446 

繰延税金負債 1,419 11,829 

退職給付引当金 46,316 45,062 

損害賠償引当金 6,700 6,700 

固定負債合計 486,329 658,038 

負債合計 2,878,825 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 1,630,293 1,333,329 

自己株式 △150,577 － 

株主資本合計 4,444,866 4,298,480 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,175 △4,045 

為替換算調整勘定 △8,185 △6,593 

評価・換算差額等合計 18,989 △10,638 

新株予約権 8,063 1,521 

純資産合計 4,471,919 4,289,363 

負債純資産合計 7,350,745 7,317,597 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

投資顧問事業収益 141,666

ディーリング事業収益 1,766,411

プロップハウス事業収益 939,104

外国為替証拠金取引収益 72,124

営業投資収益 △27,912

営業収益合計 2,891,393

営業費用 2,375,226

営業利益 516,167

営業外収益  

受取利息 8,770

業務受託料 6,174

その他 4,580

営業外収益合計 19,525

営業外費用  

支払利息 19,195

為替差損 26,454

その他 1,789

営業外費用合計 47,438

経常利益 488,254

特別利益  

貸倒引当金戻入額 245

事業譲渡益 47,044

特別利益合計 47,289

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 5,596

減損損失 14,105

特別損失合計 25,039

税金等調整前四半期純利益 510,504

法人税、住民税及び事業税 222,567

法人税等調整額 △39,745

法人税等合計 182,822

四半期純利益 327,682
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

投資顧問事業収益 49,997

ディーリング事業収益 720,268

プロップハウス事業収益 380,599

外国為替証拠金取引収益 18,064

営業投資収益 △6,042

営業収益合計 1,162,887

営業費用 873,348

営業利益 289,538

営業外収益  

受取利息 748

保険解約返戻金 1,929

業務受託料 1,327

その他 1,664

営業外収益合計 5,669

営業外費用  

支払利息 5,694

為替差損 49,455

その他 1,273

営業外費用合計 56,423

経常利益 238,783

特別利益  

貸倒引当金戻入額 95

特別利益合計 95

特別損失  

システム移設費用 2,271

減損損失 14,105

その他 908

特別損失合計 17,286

税金等調整前四半期純利益 221,592

法人税、住民税及び事業税 77,790

法人税等調整額 9,413

法人税等合計 87,204

四半期純利益 134,388
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日～平成20年12月31日） 
該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日～平成20年12月31日） 
(千円) 

 
※１ 平成20年６月に剰余金の配当を行いました。 

２ 平成20年8月から12月にかけて市場内取引を通じて取得し、取得価額の総額は150,577千円となっております。 
  

  

(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３四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 ─ ─ 327,682 ─ 327,682

 自己株式の取得 ※２ ─ ─ ─ △ 150,577 △ 150,577

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ ─ 296,963 △ 150,577 146,386

当第３四半期連結会計期間末残高 1,720,000 1,245,150 1,630,293 △ 150,577 4,444,866
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「参考」

 (要約）前四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年4月1日

     至 平成19年12月31日)

金額（千円）

Ⅰ 営業収益 1,501,235

 1. 商品投資顧問業収益 81,397

 2. 証券投資顧問業収益 26,812

 3. ディーリング収益 1,031,354

 4. 商品先物取引受託収益 245,023

 5. 外国為替証拠金取引収益 110,303

 6. 営業投資収益 6,343

Ⅱ 営業費用 2,119,221

  営業損失 617,985

Ⅲ 営業外収益 41,098

 1. 受取利息 16,300

 2. 業務受託収入 15,404

 3. 保険解約益 6,347

 4. その他 3,046

Ⅳ 営業外費用 73,439

 1. 支払利息 26,739

 2. 為替差損 5,556

 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 11,343

  経常損失 650,326

Ⅴ 特別利益 1,275,578

 1. 貸倒引当金戻入益 1,672

 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

Ⅵ 特別損失 181,355

 1. リース解約損 85,188

 2. 移転費用 12,825

 3. 特別退職金 52,646

 4. 情報提供契約解約損失 17,473

 5. その他 13,221

  税金等調整前四半期純利益 443,897

   法人税、住民税及び事業税 2,348

   法人税等調整額 252,863

  四半期純利益 188,685
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