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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 4,004 ― △1,580 ― △1,963 ― △1,228 ―

20年3月期第3四半期 8,072 △12.7 2,192 ― 2,242 ― 1,200 ―

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 △76.89 ―

20年3月期第3四半期 75.00 ―

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 33,840 10,243 30.3 645.15
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3四半期  10,243百万円 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 5,300 △29.3 △2,200 ― △2,580 ― △1,550 ― △97.62

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、３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、３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3四半期  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3四半期  349,678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3四半期  15,976,732株 20年3月期第3四半期  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21年２月６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。  



  当第３四半期累計期間におきましては、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機が全世界に波及し、

100年に一度と言われる未曾有の経済危機を引き起こしました。米国発の経済危機はわが国にも深刻な影響を与える

こととなり、製造業を中心に大幅な雇用調整を引き起こし、景気の見通しを悪化させ、株式市場も大幅に下落するこ

ととなりました。そうした経済状況の中、商品の需要は世界的に急速に冷え込むこととなり、貴金属、原油、穀物な

どの国際商品価格は、大幅に下落しました。 

  このため、国内商品先物市場の売買高は73,252千枚(前年同期比33.1%減)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３四半期累計期間の売買高実績は607千枚(前年同期比41.9％の減少)

となり、手数料収入に多大な影響を与える結果となりました。 

  一方、外国為替証拠金取引におきましても、ほとんどの外貨が円に対し急落する展開の中で預り証拠金が減少

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。 

  これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、営業収益4,004百万円(前年同期比50.4%減)、営業損失1,580百万

円(前年同期は2,192百万円の営業利益)、経常損失1,963百万円(前年同期は2,242百万円の経常利益)、四半期純損失

1,228百万円(前年同期は1,200百万円の純利益)となりました。   

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ25,618百万円減少し、33,840百万円となりまし

た。 

 これは主に差入保証金が11,380百万円及び外国為替取引預け金が7,983百万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24,050百万円減少し、23,597百万円となりました。 

 これは主に預り証拠金が19,759百万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1,568百万円減少し、10,243百万円となりました。 

 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2,548百万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３四半期会計期間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1,910百万

円減少し、4,236百万円となりました。なお、当第３四半期累計期間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） 

 営業活動の結果支出した資金は985百万円（前年同期2,486百万円の収入）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461百万円（前年同期587百万円の支出）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463百万円（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。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 



  

 当第３四半期以降も、世界的な金融危機は拡がりを続け、その影響から国内では、円高進行、経済指標の著しい悪

化、景気も急速に後退局面に入るなど、非常に厳しい経済情勢にあります。 

 当社としても取り巻く事業環境は、設立以来経験したことのない特異な状況が続いており、当第３四半期会計期間

（平成20年10月１日から平成20年12月31日）内の営業収益は820百万円で当初予想を大きく下回る厳しい結果にとど

まりました。 

 しかしながら、昨年秋以降、金投資人気が再び高まり、当社でも12月からＯＡ中のテレビＣＭなどの効果も徐々に

表れてきたことから、店頭での金地金の購入者は毎月増加傾向にあります。今後も金地金販売等の好影響を受け、収

益回復に寄与するものと期待しておりますが、一方、商品先物市場、外国為替証拠金取引（ＦＸ）市場の環境が完全

に回復するまでには、未だ相応の時間が必要と予想されます。 

 従いまして、第４四半期会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日）における商品先物取引の当初収益予

想を3,200百万円から1,000百万円に、外国為替証拠金取引における収益予想を当初の550百万円から300百万円に修正

を行いました。 

 以上の理由から、当社の通期業績予想は、営業収益5,300百万円（前回予想7,500百万円）、営業損失2,200百万円

（前回予想550百万円の利益）、経常損失2,580百万円（前回予想550百万円の利益）、当期純損失1,550百万円（前回

予想330百万円の利益）となる見込みであります。 

 なお、期末配当につきましては、当初の予定どおり１株につき20円の配当を予想しております。 

  

  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。   

  

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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。 

  

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 5,753,071 9,319,671

受取手形及び売掛金 167,231 83,282

委託者未収金 557,659 322,544

商品 158,809 545,102

保管有価証券 2,853,033 5,710,703

差入保証金 6,055,211 17,435,910

委託者差金 9,311,519 9,604,645

外国為替取引預け金 2,418,915 10,402,020

その他 2,308,315 1,170,175

貸倒引当金 △51,913 △21,447

流動資産合計 29,531,853 54,572,608

固定資産   

有形固定資産 543,462 524,344

無形固定資産 63,476 46,593

投資その他の資産   

投資有価証券 377,513 411,534

固定化営業債権 3,512,644 3,525,449

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 2,644,757 2,716,928

貸倒引当金 △4,032,998 △3,538,426

投資その他の資産合計 3,701,917 4,315,485

固定資産合計 4,308,857 4,886,422

資産合計 33,840,710 59,459,031

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,681 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 7,728 187,142

賞与引当金 42,734 148,139

預り証拠金 19,124,066 38,883,370

預り証拠金代用有価証券 2,853,033 5,710,703

その他 631,958 1,613,806

流動負債合計 22,878,201 46,846,439

固定負債   

長期借入金 274,000 380,000

退職給付引当金 377,359 377,999

その他 50,808 －

固定負債合計 702,167 757,999



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 16,963 43,064

特別法上の準備金合計 16,963 43,064

負債合計 23,597,333 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 5,008,668 6,557,149

自己株式 △125,654 △92,270

株主資本合計 10,248,235 11,830,101

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,858 △18,573

評価・換算差額等合計 △4,858 △18,573

純資産合計 10,243,377 11,811,527

負債純資産合計 33,840,710 59,459,031



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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 3,672,424

売買損益 △32,750

その他 364,468

営業収益合計 4,004,142

営業費用 5,584,328

営業損失（△） △1,580,185

営業外収益  

受取利息 40,550

受取配当金 2,173

雑収入 23,623

営業外収益合計 66,347

営業外費用  

支払利息 14,855

投資有価証券売却損 45,067

為替差損 387,305

その他 1,962

営業外費用合計 449,190

経常損失（△） △1,963,028

特別利益  

商品取引責任準備金戻入額 148,542

株式受贈益 27,063

償却債権取立益 6,982

特別利益合計 182,588

特別損失  

固定資産除売却損 1,058

投資有価証券評価損 1,425

商品取引責任準備金繰入額 122,440

貸倒引当金繰入額 123,350

特別損失合計 248,274

税引前四半期純損失（△） △2,028,714

法人税、住民税及び事業税 19,760

法人税等調整額 △820,080

法人税等合計 △800,320

四半期純損失（△） △1,228,394



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(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 746,818

売買損益 19,135

その他 54,955

営業収益合計 820,910

営業費用 1,921,771

営業損失（△） △1,100,861

営業外収益  

受取利息 6,686

受取配当金 25

雑収入 4,038

営業外収益合計 10,750

営業外費用  

支払利息 4,528

投資有価証券売却損 45,067

為替差損 387,602

その他 549

営業外費用合計 437,749

経常損失（△） △1,527,859

特別利益  

商品取引責任準備金戻入額 24,387

償却債権取立益 3,354

特別利益合計 27,741

特別損失  

固定資産除売却損 648

投資有価証券評価損 1,425

商品取引責任準備金繰入額 19,330

貸倒引当金繰入額 38,902

特別損失合計 60,306

税引前四半期純損失（△） △1,560,424

法人税、住民税及び事業税 6,468

法人税等調整額 △632,852

法人税等合計 △626,383

四半期純損失（△） △934,040



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △2,028,714

減価償却費 38,677

貸倒引当金の増減額（△は減少） 525,037

賞与引当金の増減額（△は減少） △105,404

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） △639

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △26,101

受取利息及び受取配当金 △42,724

支払利息 14,855

投資有価証券売却損益（△は益） 45,067

固定資産除売却損益（△は益） 1,058

投資有価証券評価損益（△は益） 1,425

株式受贈益 △27,063

委託者未収金の増減額（△は増加） △222,310

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） 1,656,284

たな卸資産の増減額（△は増加） 386,293

委託者未払金の増減額（△は減少） △2,386

委託者差金の増減額（△は増加） 293,126

差入保証金の増減額（△は増加） 11,380,699

預り証拠金の増減額（△は減少） △19,759,303

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） △2,857,670

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） 7,983,105

その他 1,946,562

小計 △850,125

利息及び配当金の受取額 42,522

利息の支払額 △8,786

法人税等の支払額 △169,114

営業活動によるキャッシュ・フロー △985,503

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

投資有価証券の売却による収入 62,059

貸付による支出 △520,000

貸付の回収による収入 1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,081



（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

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 △4,259

自己株式の取得による支出 △33,384

配当金の支払額 △320,086

財務活動によるキャッシュ・フロー △463,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,910,315

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 4,236,373



 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。 

  

 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）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。 

  



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 営業収益  8,072

Ⅱ 営業費用  5,879

営業利益  2,192

Ⅲ 営業外収益  90

Ⅳ 営業外費用  39

経常利益  2,242

Ⅴ 特別利益  239

Ⅵ 特別損失  460

税引前四半期純利益  2,021

税金費用  821

四半期純利益  1,200



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  2,486

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△587

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△426

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  1,473

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  3,645

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末
残高  5,118
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