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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 3,347 ― △2,133 ― △2,025 ― △2,788 ―

20年3月期第3四半期 5,729 △13.0 491 △57.7 811 △44.1 312 △77.9

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 △162.79 ―

20年3月期第3四半期 18.09 ―

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3四半期 41,585 14,916 35.8 874.39
20年3月期 51,152 18,499 36.2 1,076.80

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  14,910百万円 20年3月期  18,499百万円

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 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 30.00 30.00

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 6,990 △16.2 △320 ― △20 ― △210 ― △12.24

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）  有  

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(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  

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(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、４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 
(将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、リスク要因や不確実な要素によって、記載の予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想
の前提となる仮定及びその他の関連事項については、４ページの【定性的情報・財務諸表等】の「３.連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
なお、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。 

新規 1 社 （社名 ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  20,464,052株 20年3月期  20,464,052株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,412,304株 20年3月期  3,284,204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  17,129,018株 20年3月期第3四半期  17,260,828株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、鉱工業生産動向の急速な悪化が見られるなど企業の
収益環境が悪化、雇用情勢も一層厳しさを増した時期となりました。世界経済の減速が深刻化し、日・
米・ユーロ圏の主要地域はマイナス成長を続け、リセッション色を強めました。 
 当第３四半期連結会計期間における外国為替市場では、円が米ドル、ユーロに対して軒並み上昇しまし
た。米欧に比べて金融ダメージが少ないとの見方にキャリートレード解消による円の買い戻しが加わり、
円は対ドルで12月に一時１ドル87円台まで上昇、1995年以来の円高水準を記録しました。 
 当第３四半期連結会計期間における国内株式市場では、急激な円高の進行やニューヨーク株価の急落を
嫌気するかたちで、日経平均株価が10月に1982年以来となる7,000円割れを示現しました。その後はニュ
ーヨーク株価が落ち着きを取り戻したことで横ばいの動きとなり、概ね8,000円台での推移を続けまし
た。 
 当第３四半期連結会計期間における商品先物市場では、金融不安に巻き込まれるかたちで金の価格が大
きく変動しました。10月の株価暴落時には換金売り目的で売られ、ニューヨーク市場では１トロイオンス
900ドル台（期近）から同700ドル台割れまでの急落を見せましたが、その後はあらためて安全資産として
の認識が強まり買い人気が台頭、年末には同880ドル台までの急回復を演じました。その過程で、金の上
場投資信託（ＥＴＦ）は過去 高の投資残高を記録しました。東京市場でも、10月にはニューヨーク市場
の急落と円高が重なり１グラム3,000円台（先限）から同2,100円まで急落しましたが、その後は反発に転
じ年末には同2,500円台まで回復しました。プラチナは世界的な自動車販売の落ち込みによって触媒需要
が減少、ニューヨーク市場で１トロイオンス1,000ドル台（期近）から一時同700ドル台まで下落しまし
た。また原油は世界経済の後退から需要が落ち込み、ニューヨーク市場では10月の１バレル100ドル台
（ＷＴＩ期近）から、年末には同32ドルとおよそ３分の１の水準にまで急落しました。穀物市場でも大
豆、とうもろこしが下落基調を強めましたが、12月に入ると南米の天候不安を背景に基調を反転させ、10
月中旬の水準にまで値を戻しました。 
 その結果、当第３四半期連結会計期間の全国商品取引所出来高は前年同連結会計期間比40.8％減の
10,914千枚となりました。なお、平成20年11月には東京工業品取引所で白金先物のミニ取引がスタートし
ました。 
当第３四半期連結会計期間における事業別の概況は次の通りです。 
①商品先物取引事業 
 当第３四半期連結会計期間の商品先物市場は、世界的な金融危機を背景として原油価格の急落など商
品価格の乱高下もあり、安全資産としての金が見直される場面もありましたが、全体としては国内商品
取引所の出来高は引き続き低迷を余儀なくされました。結果として、当第３四半期連結会計期間の商品
先物取引事業は、委託売買高が355千枚（前年同四半期連結会計期間は637千枚）、受取手数料は７億10
百万円（前年同四半期連結会計期間は21億66百万円）に留まりました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～同12月31日）の商品先物取引事業は、委
託売買高が1,156千枚（前年同四半期連結累計期間は1,426千枚）、受取手数料は26億75百万円（前年同
四半期連結累計期間は41億91百万円）となりました。 

②金融商品取引事業 

 イ）外国為替取引事業 
 当第３四半期連結会計期間の外国為替市場は、世界的な金融危機の影響から米ドル、ユーロに対
する信認が薄れ、比較的ダメージが少ないという思惑から円の独歩高が進む場面が見られました。
投資家にとっては引き続き方向感の掴みづらい相場展開が続き、結果として、当第３四半期連結会
計期間の外国為替証拠金取引にかかる収益は１億56百万円（前年同四半期連結会計期間は２億94百
万円）に留まりました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～同12月31日）の外国為替証拠金取引
にかかる収益は６億８百万円（前年同四半期連結累計期間は13億33百万円）となりました。 

 ロ）証券事業 
 当第３四半期連結会計期間の株式市場は、米国発の金融不安や大手証券会社リーマン・ブラザー
ズの経営破たんなどから世界的に市況の低迷が続き、国内の株式市場もその影響を受けて伸び悩む
状況が続きました。結果として、当第３四半期連結会計期間の連結子会社アルバース証券株式会社
の証券事業における受入手数料は45百万円（前年同四半期連結会計期間は42百万円）となりまし
た。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～同12月31日）の連結子会社アルバー
ス証券株式会社の証券事業における受入手数料は１億23百万円（前年同四半期連結累計期間は１億
49百万円）となりました。 

③その他の事業 
 当第３四半期連結会計期間のその他の事業としては、毎月一定額を積み立てる金の定額購入商品「純
金積立」の手数料収入や連結子会社興栄商事株式会社の事業である不動産賃貸業務による収入、損害保
険代理店業務による保険料収入などがあり、合わせて６百万円の収益を計上いたしました。この結果、
当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～同12月31日）のその他の事業による収益は13百万円と
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1. 連結経営成績に関する定性的情報

エース交易株式会社（8749）平成２１年３月期第３四半期決算短信

-2-



なりました。 
また、当第３四半期連結会計期間における当社グループの営業費用は19億11百万円となり、この結果、

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～同12月31日）における当社グループの営業費用は54億81
百万円となりました。 
 以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は９億16百万円（前年同四半期連結会計期間は25億
46百万円）、営業損失は９億95百万円（前年同四半期連結会計期間は営業利益７億63百万円）、経常損失
は10億13百万円（前年同四半期連結会計期間は経常利益９億38百万円）、四半期純損失は16億64百万円
（前年同四半期連結会計期間は四半期純利益５億62百万円）となりました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～同12月31日）の営業収益は33億47百万円
（前年同四半期連結累計期間は57億29百万円）、営業損失は21億33百万円（前年同四半期連結累計期間は
営業利益４億91百万円）、経常損失は20億25百万円（前年同四半期連結累計期間は経常利益８億11百万
円）、四半期純損失は27億88百万円（前年同四半期連結累計期間は四半期純利益３億12百万円）となりま
した。 
 なお、当連結会計年度が新たな四半期会計基準の適用初年度にあたるため、前年同四半期連結会計期間
との比較分析は行なっておりません。文中の前年同四半期のデータはあくまでも参考数値であります。当
連結会計年度に属する当第３四半期連結会計期間以前の期間に関する連結経営成績に関する定性的情報に
ついては、当該四半期決算短信をご参照ください。 
 また、営業拠点の集中化による営業活動の強化及び経営の効率化を目的に、平成20年12月30日付で、仙
台支店を大宮支店に、船橋支店を本店営業部に、北九州支店を福岡支店に統合いたしました。 

  

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 
  ①資産 
 当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、第２四半期会計期間末に比べて19.4％減少し、290億17百
万円となりました。これは、短期差入保証金の減少等によるものであります。また、固定資産は、第２四
半期連結会計期間末に比べて4.9％減少し、125億67百万円となりました。これは、投資有価証券の評価損
が増加したことなどによるものであります。 
 この結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は、第２四半期連結会計期間末に比べて15.5％減少
し、415億85百万円となりました。 
  ②負債 
 当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、第２四半期連結会計期間末に比べて20.0％減少し、241億
41百万円となりました。これは、預り証拠金の減少、賞与引当金の減少などによるものであります。ま
た、固定負債は、第２四半期連結会計期間末に比べて2.2％減少し、24億54百万円となりました。これ
は、長期借入金の減少などによるものであります。 
 また、特別法上の準備金として72百万円を計上しております。 
 この結果、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、第２四半期連結会計期間末に比べて18.5％減少
し、266億69百万円となりました。 
  ③純資産 
 当第３四半期連結会計期間末の純資産の合計は、第２四半期連結会計期間末に比べて9.4％減少し、149
億16百万円となりました。これは、利益剰余金の減少等によるものであります。 
 当第３四半期連結会計期間末の１株当たり純資産は、第２四半期連結会計期間末に比べ、86円67銭減少
し、874円39銭となりました。また、自己資本比率は、第２四半期連結会計期間末の33.4％から、当第３
四半期連結会計期間末は35.8％となりました。 
④キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループのキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当第３四半期連
結累計期間の税金等調整前四半期純損失が27億５百万円となり、預り証拠金の減少や金銭の信託の取得等
により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローが減少したことによ
り、当第３四半期連結累計期間末は17億46百万円となりました。 
イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 
  当第３四半期連結累計期間において営業活動による資金は28億50百万円の減少となりました。これは主
に、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が27億５百万円となったことや預り証拠金の
減少、委託者先物取引差金の増加などによるものであります。 
ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 
  当第３四半期連結累計期間において投資活動による資金は10億60百万円の減少となりました。これは主
に、金銭の信託の取得による支出等によるものであります。 
ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 
  当第３四半期連結累計期間の財務活動による資金は12億17百万円の増加となりました。これは主に、短
期借入金の増加などによるものであります。 
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

エース交易株式会社（8749）平成２１年３月期第３四半期決算短信

-3-



（当期の見通し） 
 世界的な金融危機の影響が色濃く残り、投資家の姿勢は依然消極的な状況と言えます。しかし、米国の
オバマ新大統領就任により、その金融安定化策、景気刺激策が世界経済を回復に転じさせるという期待が
高まっており、市場心理も好転に向かいつつあります。国際商品市場の調整も進み、安定資産として人気
を集めている金がリードする形で国際商品の市況も回復する傾向にあります。また、ユーロ圏の経済動向
や中東地域の不透明な政治情勢、中国などアジア地域の経済動向、ロシアや新興諸国の政治・経済の動
き、世界的な食糧問題や環境問題への対応など先行き不透明な要素も多く、商品市場、株式市場、外国為
替市場などへの注目度が高まる環境にあることも事実であります。 
こうした中で当社グループは、人気を集めている金を中心とした営業展開や外国為替証拠金取引のオン

ライントレードのサービス拡充などを進め、顧客数の増大など営業資産の拡大を図ってまいります。一方
で業務の効率化などを推進し、経営管理体制の一層の強化に努めてまいります。 
  連結子会社アルバース証券株式会社においては、取扱商品の拡大を図り個人投資家への営業活動を一層
強化するとともに、公開買付け代理人業務などにも積極的に取り組んでまいります。また、連結子会社興
栄商事株式会社は、当社の営業活動に伴う印刷発注・取次業務の拡大、損害保険の代理店業務の拡充など
による収益拡大をめざしてまいります。さらに、連結子会社のビバーチェ・キャピタル・マネジメント株
式会社、エース アセット パートナーズ株式会社においても、今後の投資顧問事業拡大に向けた体制づく
りを進めております。 
厳しい経済環境の中ではありますが市況の回復も期待されることから、当連結会計年度（平成20年４月

１日～同21年３月31日）の業績予想につきましては、平成20年11月14日付当社「平成21年３月期第２四半
期決算短信」において発表いたしました内容に変更はございません。 
  商品先物市場や外国為替証拠金取引市場、株式市場の市況回復が期待される一方で、国内外の政治・経
済の先行きについては予測の難しい状況が続いており、当社及び当社グループの業績がマーケットの動向
などによって変動を余儀なくされる状況も考慮しなければなりません。引き続き、市場リスク等に対する
リスク管理体制の強化に努めてまいります。 
 なお、本資料における業績予想等の将来に関する記述につきましては、本資料の発表日現在において入
手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としてお
り、実際の業績は、リスク要因や不確実な要素によって、記載の予想数値と異なる結果となる可能性がご
ざいます。 

  
  

当連結会計年度より、ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社を新たに設立したため、連結
の範囲に含めております。 

該当事項はありません。 

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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、
評価基準については、先入先出法による原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に
変更しております。 
 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ1,092千円増加してお
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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっていましたが、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）
及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正
平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用して、通常の売買取引に係る方法に準
じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する方
法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の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を引き続き採用しております。 
 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ254千円減少しており
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 10,642,342 13,314,756

委託者未収金 465,990 440,292

有価証券 1,500,000 2,729,222

商品 297,104 327,365

保管有価証券 1,365,320 2,116,470

委託者先物取引差金 5,333,626 6,850,662

差入保証金 6,664,062 9,742,909

信用取引資産 418,387 1,202,220

信用取引貸付金 362,821 1,164,315

信用取引借証券担保金 55,566 37,905

その他 2,443,725 1,358,248

貸倒引当金 △112,616 △72,930

流動資産合計 29,017,944 38,009,217

固定資産   

有形固定資産 7,688,968 7,788,995

無形固定資産 234,766 126,756

投資その他の資産   

投資有価証券 2,950,961 3,425,113

その他 2,526,741 2,150,915

貸倒引当金 △834,195 △348,304

投資その他の資産合計 4,643,508 5,227,725

固定資産合計 12,567,243 13,143,477

資産合計 41,585,187 51,152,695

負債の部   

流動負債   

短期借入金 4,459,953 2,177,634

1年内返済予定の長期借入金 2,001,210 562,680

未払法人税等 3,865 166,391

引当金 30,000 155,900

預り証拠金 10,617,860 11,943,782

外国為替取引預り証拠金 4,236,554 8,740,793

預り証拠金代用有価証券 1,365,320 2,116,470

信用取引負債 395,947 1,162,469

信用取引借入金 340,554 1,125,764

信用取引貸証券受入金 55,393 36,705

その他 1,030,967 1,280,768

流動負債合計 24,141,679 28,306,890
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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) 

固定負債   

長期借入金 1,294,000 3,154,540

退職給付引当金 642,025 633,475

役員退職慰労引当金 478,092 500,862

その他 40,420 11,191

固定負債合計 2,454,538 4,300,068

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 45,838 19,630

金融商品取引責任準備金 26,964 26,718

特別法上の準備金合計 72,803 46,349

負債合計 26,669,021 32,653,308

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,245,237 3,245,237

資本剰余金 2,715,614 2,715,614

利益剰余金 11,344,162 14,733,878

自己株式 △2,274,986 △2,223,131

株主資本合計 15,030,029 18,471,599

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △119,991 27,787

評価・換算差額等合計 △119,991 27,787

少数株主持分 6,128 －

純資産合計 14,916,166 18,499,386

負債純資産合計 41,585,187 51,152,695
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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 3,115,393

売買損益 △73,013

その他 305,561

営業収益合計 3,347,941

営業費用 5,481,024

営業損失（△） △2,133,083

営業外収益  

受取利息 61,243

受取配当金 53,839

有価証券売却益 157,958

その他 18,673

営業外収益合計 291,714

営業外費用  

支払利息 142,720

その他 41,496

営業外費用合計 184,216

経常損失（△） △2,025,585

特別利益  

投資有価証券売却益 130,456

会員権売却益 68,667

その他 277

特別利益合計 199,402

特別損失  

投資有価証券売却損 64,461

投資有価証券評価損 773,513

商品取引責任準備金繰入額 26,208

金融商品取引責任準備金繰入額 245

その他 14,470

特別損失合計 878,898

税金等調整前四半期純損失（△） △2,705,081

法人税、住民税及び事業税 61,497

法人税等調整額 25,713

法人税等合計 87,210

少数株主損失（△） △3,871

四半期純損失（△） △2,788,420
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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  

受取手数料 852,559

売買損益 △2,040

その他 65,700

営業収益合計 916,220

営業費用 1,911,221

営業損失（△） △995,001

営業外収益  

受取利息 18,256

受取配当金 7,006

有価証券売却益 19,432

その他 797

営業外収益合計 45,493

営業外費用  

支払利息 45,952

その他 17,957

営業外費用合計 63,909

経常損失（△） △1,013,417

特別利益 △600

特別損失  

投資有価証券評価損 592,917

商品取引責任準備金繰入額 23,686

その他 12,964

特別損失合計 629,568

税金等調整前四半期純損失（△） △1,643,586

法人税、住民税及び事業税 △1,067

法人税等調整額 23,762

法人税等合計 22,695

少数株主損失（△） △1,696

四半期純損失（△） △1,664,585
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △2,705,081

減価償却費 190,406

貸倒引当金の増減額（△は減少） 525,577

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22,770

特別法上の準備金の増減額（△は減少） 26,453

受取利息及び受取配当金 △115,082

支払利息 142,720

為替差損益（△は益） 10,944

有形固定資産売却損益（△は益） 347

有価証券売却損益（△は益） △223,954

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,261

委託者未収金の増減額（△は増加） △95,194

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

1,527,286

差入保証金の増減額（△は増加） 3,084,928

信用取引資産の増減額（△は増加） 783,833

預り委託証拠金の増減額（△は減少） △5,840,160

信用取引負債の増減額（△は減少） △766,522

その他 867,798

小計 △2,595,557

利息及び配当金の受取額 115,082

利息の支払額 △144,975

法人税等の支払額 △224,981

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,850,431

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △6,352,000

定期預金の払戻による収入 6,352,000

有価証券の取得（△）又は売却 1,387,181

金銭の信託の取得による支出 △1,288,505

有形固定資産の取得による支出 △46,440

有形固定資産の売却による収入 966

投資有価証券の取得による支出 △623,986

投資有価証券の売却による収入 141,478

貸付けによる支出 △304,000

その他 △327,186

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,060,491
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,282,319

長期借入金の返済による支出 △422,010

少数株主からの払込みによる収入 10,000

自己株式の取得による支出 △51,854

配当金の支払額 △601,294

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,217,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,700,790

現金及び現金同等物の期首残高 4,446,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,746,159

エース交易株式会社（8749）平成２１年３月期第３四半期決算短信

-10-



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。 

  

  

 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) 

  

 全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「金融・投資サービス関連事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

 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) 

  

 全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省

略しております。 

  

 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) 

  

 海外営業収益が、連結営業収益の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

「参考」

（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

科  目
（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 5,729,470 

Ⅱ．販売費及び一般管理費 5,237,470 

  営業利益 491,999 

Ⅲ．営業外収益

 1.受取利息 53,056 

 2.受取配当金 44,163 

 3.その他 379,108 

  営業外収益計 476,328 

Ⅳ．営業外費用

 1.支払利息 154,809

 2.その他 2,481 

  営業外費用計 157,290 

  経常利益 811,037 

Ⅴ.特別利益 49,846 

Ⅵ.特別損失 283,308 

 税金等調整前四半期純利益 577,575 

 法人税等 265,251 

 四半期純利益 312,323 
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