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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 2,783 ― △144 ― △115 ― △153 ―

20年3月期第3四半期 2,951 △8.9 △153 ― △130 ― △110 ―

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 △25.18 ―

20年3月期第3四半期 △18.15 ―

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 28,462 6,361 22.3 1,049.97
20年3月期 28,981 6,544 22.6 1,072.63

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,361百万円 20年3月期  6,544百万円

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 0.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

当社グループの業績は、商品市況・株式市況・為替相場の動向により大きく変動することから、業績予想が投資者の合理的な投資判断の形成に有用ではない
と考えております。このため当社では業績予想の開示に代えて、当社グループの業績の実績値（主に営業収益、営業利益、経常利益）が前年同期または前年
同四半期の実績値等と比較して一定以上の変動が生じた場合には、決算の速報として概算値を開示しております。  

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  有  

(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） 

(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。  

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  6,543,700株 20年3月期  6,543,700株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  485,432株 20年3月期  442,432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  6,094,549株 20年3月期第3四半期  6,101,291株
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 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日）におけるわが国経済は、サブプライムロー

ン問題を背景とする世界的な金融不安や景気後退懸念、株式市場の低迷等の影響から、11月以降に企業収益、設備投

資ともに急速かつ大幅に減少しました。また、雇用環境も同時期から急速に悪化し、家計部門の所得環境も弱い動き

となったことなどを受け、景気悪化の状態が鮮明となりました。 

 為替市場においては、米当局の要人によるドル安けん制発言や米長期金利の上昇に連れて、4月初めの1ドル＝99円

台後半から、6月半ばにかけて1ドル＝108円台半ばまで円が下落しました。その後は7月中旬頃から原油価格が下落し

たほか、日本経済への懸念が高まったため、円安基調が続きました。しかし、9月中旬に欧米金融機関の破たんや経

営危機などの影響から、世界的な金融不安が台頭したため、リスク回避目的の円買いが急速に進み、10月下旬に一時

1ドル＝91円台まで円高が進みました。11月初旬に一旦は1ドル＝100円近くまで円が下落したものの、米国における

追加利下げ観測や実体経済の急速な悪化、株価下落などの影響から再び円買いが進み、12月中旬に1ドル＝87円台前

半をつけました。その後は、日銀の利下げなどの影響から12月末には1ドル＝90円台をつけました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間の東京金融取引所における取引所為替証拠金取引「くりっく365」の取引高は

35,154千枚（前年同四半期比29.6％増）、当社グループの取引高は8,544千枚（同95.1％増）となりました。  

 商品先物市場においては、原油価格が国際商品市場の動向を左右する展開となりました。4月末にかけて一時的に

下落したものの、5月に入り新興国の継続的な需要増観測などに加え、地政学リスクの懸念やドル安等の影響から投

機マネーが流入し、7月中旬には140ドル台に達するなど史上 高値を更新しました。その後は原油価格の高騰による

需要の落ち込みなどから調整局面入りし、9月の米国の金融不安や世界的な景気悪化による需要減の観測から原油価

格の大幅な下落が続き、12月下旬には一時30ドル台をつけました。この間のCRB指数は4月初めの386台から7月初めの

473台まで上昇し、それをピークとして12月末には229台まで急落しました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間における国内商品先物市場全体の売買高は73,252千枚（同33.1％減）、当社グル

ープの売買高は648千枚（同44.7％減）となりました。 

 株式市場においては、4月初めは世界的な信用不安の後退と企業業績の悪化懸念とが入り混じる局面もありました

が、6月中旬までは堅調に推移し、日経平均株価は一時14,600円台まで上昇しました。しかし、7月に米国の政府系住

宅金融、9月には欧米の大手金融機関と金融機関の破たんが相次いだことで、世界的な金融不安が広まり、10月下旬

には一時6,900円台まで大幅に急落しました。11月初旬にかけては、一旦は9,500円台まで反発したものの、国内外で

経済指標の悪化や企業業績の下方修正が相次いだことで再び下落に転じ、11月下旬には7,400円台をつけました。そ

の後は、米国での金融機関や自動車大手の救済の動きや、各国での利下げのほか、景気対策策定への動きが強まった

ことで、12月末には8,800円台まで回復しました。 

 このような経済・市場環境のもと、当社グループの受取手数料は2,593百万円（同12.5％減）となり、その内訳は

為替業務1,529百万円、商品業務1,003百万円、証券業務60百万円であります。売買損益は貴金属市場などで売買益を

計上した結果、162百万円の売買益（前年同四半期は49百万円の売買損）となりました。また、営業費用は2,928百万

円（前年同四半期比5.7％減）となりましたが、その主なものは、人件費955百万円（同26.4％減）、取引所等関係費

624百万円（同19.4％増）、電算機費322百万円（同29.9％増）であります。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、営業収益2,783百万円（同5.7％減）、営業損

失144百万円（前年同四半期は153百万円の営業損失）、経常損失115百万円（前年同四半期は130百万円の経常損

失）、四半期純損失153百万円（前年同四半期は110百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（資産、負債、純資産等の状況）  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産につきましては、流動資産が26,878百万円（前連結会計年度末比303

百万円減）、固定資産が1,582百万円（同214百万円減）となり、28,462百万円（同518百万円減）となりました。 

 流動資産の減少は、主として前連結会計年度末比で差入保証金が401百万円、現金及び預金が309百万円増加したも

のの、金銭の信託が349百万円、預託金が300百万円、委託者先物取引差金が259百万円減少したことによるもので

す。 

 固定資産の減少は、主として前連結会計年度末比で投資有価証券が35百万円、土地が26百万円減少したことによる

ものです。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債につきましては、流動負債が21,074百万円（同200百万円減）、固定負

債が834百万円（同44百万円減）となり、22,101百万円（同335百万円減）となりました。 

 流動負債の減少は、主として前連結会計年度末比で外国為替取引預り証拠金が658百万円増加したものの、預り証

拠金が464百万円、受入保証金が288百万円、預り証拠金代用有価証券が197百万円減少したことによるものです。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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 固定負債の減少は、主として前連結会計年度末比で負ののれんが22百万円、繰延税金負債が17百万円減少したこと

によるものです。 

 純資産合計は6,361百万円となり、前連結会計年度末比で183百万円の減少となりました。これは主として四半期純

損失153百万円を計上したことによるものです。 

  

 当社グループの業績は、商品市況・株式市況・為替相場の動向により大きく変動することから、業績予想が投資者

の合理的な投資判断の形成に有用ではないと考えております。このため当社では業績予想の開示に代えて、当社グル

ープの業績の実績値（主に営業収益、営業利益、経常利益）が前年同期または前年同四半期の実績値等と比較して一

定以上の変動が生じた場合には、決算の速報として概算値を開示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  ② 固定資産の減価償却の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

① 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。 

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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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１四半期連結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。 

  ただし、当第３四半期連結累計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引が発生しなかっ

たため、損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

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 3,697,136 3,387,773

預託金 725,000 1,025,000

委託者未収金 136,437 165,602

保管有価証券 215,849 413,489

差入保証金 19,236,379 18,834,623

金銭の信託 1,220,100 1,570,000

信用取引資産 473,677 468,859

委託者先物取引差金 705,072 964,216

未収還付法人税等 1,068 141,917

その他 468,871 211,714

貸倒引当金 △1,418 △1,722

流動資産合計 26,878,174 27,181,476

固定資産   

有形固定資産 98,810 124,433

無形固定資産 102,557 59,849

投資その他の資産 1,380,949 1,612,843

投資有価証券 321,741 357,240

その他 1,424,558 1,632,986

貸倒引当金 △365,350 △377,384

固定資産合計 1,582,317 1,797,126

繰延資産 2,343 2,883

資産合計 28,462,835 28,981,486
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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   

トレーディング商品 11 －

未払法人税等 164,842 14,375

賞与引当金 4,390 64,307

預り証拠金 1,929,521 2,394,216

外国為替取引預り証拠金 17,456,710 16,798,185

預り証拠金代用有価証券 215,849 413,489

信用取引負債 429,723 445,856

受入保証金 172,481 460,884

その他 700,963 683,736

流動負債合計 21,074,494 21,275,051

固定負債   

繰延税金負債 66,770 84,597

役員退職慰労引当金 323,403 320,720

負ののれん 432,877 454,888

長期リース資産減損勘定 11,359 18,541

固定負債合計 834,411 878,746

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 160,853 258,890

証券取引責任準備金 － 10,815

金融先物取引責任準備金 － 13,559

金融商品取引責任準備金 32,073 －

特別法上の準備金合計 192,926 283,265

負債合計 22,101,832 22,437,063

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500,000 2,500,000

資本剰余金 60,749 60,749

利益剰余金 3,968,582 4,122,038

自己株式 △208,136 △202,985

株主資本合計 6,321,195 6,479,802

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,807 64,621

評価・換算差額等合計 39,807 64,621

純資産合計 6,361,002 6,544,423

負債純資産合計 28,462,835 28,981,486
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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  

受取手数料 2,593,172

売買損益 162,160

その他 28,251

営業収益合計 2,783,584

営業費用 2,928,042

営業損失（△） △144,458

営業外収益  

受取利息 8,796

受取配当金 3,146

負ののれん償却額 22,010

その他 4,559

営業外収益合計 38,513

営業外費用  

創立費償却 540

新株発行費 835

持分法による投資損失 35

投資事業組合運用損 6,015

為替差損 2,277

減価償却費 62

その他 258

営業外費用合計 10,027

経常損失（△） △115,971

特別利益  

商品取引責任準備金戻入額 98,036

貸倒引当金戻入額 133

賞与引当金戻入額 44,577

特別利益合計 142,747

特別損失  

固定資産売却損 1,558

固定資産除却損 167

減損損失 4,890

金融商品取引責任準備金繰入れ 7,698

投資有価証券評価損 200

関係会社株式売却損 27

ゴルフ会員権評価損 4,166

事務所移転費用 1,190

特別損失合計 19,899

税金等調整前四半期純利益 6,875

法人税、住民税及び事業税 161,338

法人税等調整額 △1,006

法人税等合計 160,332

四半期純損失（△） △153,456
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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 

（５）重要な後発事象 

 当社の連結子会社であるスターアセット証券株式会社は、平成21年２月２日開催の取締役会において、人員削

減等の施策につき決議いたしました。 

１．スターアセット証券株式会社の人員削減等を行う理由 

 スターアセット証券株式会社は、国内外の厳しい経済環境のほか、現状の収益状況を踏まえ、人件

費の削減と経営の効率化を目的として、人員削減等の合理化（組織再編、退職勧奨による人員削減）

を実施することといたしました。 

２．組織再編 

 人財開発部および市場調査部の廃止、ディーリング室の縮小並びに営業部門の統廃合を実施いたし

ます。 

３．退職勧奨による人員削減 

（1）対象者   平成21年1月30日現在在職の同社従業員 

（2）退職人員  約40名（同社従業員の約3割に該当） 

（3）退職日   平成21年3月末日まで。（業務都合による例外適用あり） 

（4）その他   同社からグループ内企業への転籍を含む。 

４．業績への影響 

 これに伴い、当社グループの人件費が年間170百万円程度削減できることを見込んでおりますが、解

雇予告手当の支払により13百万円の費用が増加するほか、一部の対象者に12百万円退職金が多く支払

われる予定であります。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

第３四半期連結損益計算書 

  

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 百分比（％） 

Ⅰ 営業収益       

１ 受取手数料 2,964,350     

２ 売買損益 △49,953     

３ その他 37,033 2,951,430  100.0

Ⅱ 営業費用   3,104,914  105.2

営業損失   153,483  △5.2

Ⅲ 営業外収益       

１ 受取利息 10,307     

２ 受取配当金 1,493     

３ 負ののれん償却額 22,010     

４ その他 5,535 39,347  1.3

Ⅳ 営業外費用       

１ 創立費償却 3,705     

２ 持分法による投資損失 2,912     

３ 投資事業組合出資損失 1,533     

４ 為替差損 826     

５ 売買差損 6,353     

６ 減価償却費 533     

７ その他 301 16,166  0.5

経常損失   130,302  △4.4

Ⅴ 特別利益       

１ 固定資産売却益 8,259     

２ 商品取引責任準備金戻入額 54,595     

３ 賞与引当金戻入額 17,298     

４ 出資金償還益 2,340 82,494  2.8

Ⅵ 特別損失       

１ 固定資産売却損 17,727     

２ 固定資産除却損 327     

３ 減損損失 3,526     

４ 金融先物取引責任準備金繰入額 4,611     

５ 投資有価証券売却損 876     

６ 投資有価証券評価損 1,150     

７ 出資金償還損 1,200     

８  原状回復費用 12,592 42,012  1.4

税金等調整前四半期純損失   89,820  △3.0

法人税、住民税及び事業税 7,060     

法人税等調整額 13,859 20,920  0.8

四半期純損失   110,741  △3.8
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６．営業収益の状況 

（１）受取手数料 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

区分 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

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） 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

外国為替証拠金取引        

取引所為替証拠金取引 736,285 24.9  1,430,290 55.2

店頭為替証拠金取引 196,328 6.6  98,855 3.8

外国為替証拠金取引計 932,614 31.5  1,529,145 59.0

商品先物取引        

現物先物取引 1,956,175 66.0  1,003,514 38.7

（農産物市場） (664,230) (22.4)  (116,514) (4.5)

（砂糖市場） (13,283) (0.5)  (1,817) (0.1)

（貴金属市場） (1,096,837) (37.0)  (827,229) (31.9)

（アルミニウム市場） (424) (0.0)  (260) (0.0)

（ゴム市場） (36,878) (1.2)  (21,854) (0.8)

（石油市場） (144,522) (4.9)  (35,837) (1.4)

指数先物取引 9 0.0  － －

（天然ゴム指数市場） (9) (0.0)  (―) (―)

 商品先物取引計 1,956,184 66.0  1,003,515 38.7

 商品ファンド 4 0.0  0 0.0

証券取引        

委託手数料 73,319 2.5  59,305 2.3

（株券） (73,261) (2.5)  (59,001) (2.3)

（債券） (30) (0.0)  (―) (―)

（受益証券） (28) (0.0)  (304) (0.0)

募集・売出の取扱手数料 899 0.0  15 0.0

その他の受入手数料 1,326 0.0  1,190 0.0

 証券取引計 75,546 2.5  60,511 2.3

 合計 2,964,350 100.0  2,593,172 100.0
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 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（２）売買損益 

区分 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

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） 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

商品先物取引        

現物先物取引 △49,124 98.3  167,612 103.4

（農産物市場） (△29,847) (59.8)  (△31,997) (△19.7)

（砂糖市場） (△3,909) (7.8)  (△22) (△0.0)

（貴金属市場） (△37,562) (75.2)  (115,875) (71.4)

（ゴム市場） (△2,614) (5.2)  (△196) (△0.1)

（石油市場） (24,809) (△49.7)  (83,952) (51.8)

 商品先物取引計 △49,124 98.3  167,612 103.4

外国為替証拠金取引 221 △0.4  △2,541 △1.6

証券取引 △1,050 2.1  △2,910 △1.8

 合計 △49,953 100.0  162,160 100.0

（３）その他 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

区分 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

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） 

金額(千円) 金額(千円) 

 外国為替証拠金取引 21,963 21,257

 信用取引収益 14,439 6,969

 その他 443 24

 合計 36,847 28,251
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