
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月18日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 スターホールディングス株式会社 上場取引所 大 福 

コード番号 8702 URL http://www.star-ir.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐藤 不三夫

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 竹村 義則 TEL 092-472-8011
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

配当支払開始予定日 ―

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 3,448 △7.4 △585 ― △556 ― △787 ―

20年3月期 3,725 △13.9 △419 ― △384 ― △340 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △129.50 ― △12.8 △2.2 △16.1

20年3月期 △55.84 ― △5.0 △1.3 △11.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △0百万円 20年3月期  △2百万円

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 29,023 5,740 19.8 960.10
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  5,664百万円 20年3月期  6,544百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 329 △24 △13 3,115
20年3月期 △326 66 △18 2,823

2.  配当の状況 

（参考）当社では中間配当制度を導入しておりますが、中間配当は実施しておりません。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― 0.0
21年3月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― 0.0

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
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変更するため、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、業績予想の開示に代えて四半期業績の開示を迅速に行ってまいります。 
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  564,132株 20年3月期  442,432株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 31 △95.8 △43 ― △47 ― △5,128 ―

20年3月期 749 ― 677 ― 673 ― 439 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △833.85 ―

20年3月期 67.15 ―

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 5,948 5,732 96.4 958.70
20年3月期 11,171 10,956 98.1 1,674.67

（参考） 自己資本 21年3月期  5,732百万円 20年3月期  10,956百万円
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度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、米長期金利の上昇を受けて、6月中旬に1ドル＝108円台半ばまで円が下落した後、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、8月中旬には1ドル＝110円台の円安基調となりました。しか

し、9月中旬に欧米金融機関の経営危機などの影響から世界的な金融不安が台頭したほか、米国の追加利下げ観測や

実体経済の急速な悪化、株価下落などを受けて再び円が買われ、12月中旬には、1ドル＝87円台前半をつけました。

年明け以降は、米国での金融不安の再燃から一旦は円高が進んだものの、3月に入ると、雇用情勢の悪化、金融不安

の後退など強弱材料が入り混じり、1ドル＝95円台から98円台でのレンジ内での展開が続きました。 

 なお、当連結会計年度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48,334千枚

（前年同期比37.0％増）、当社グループの取引高は11,353千枚（同94.6％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。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など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。しかし、9月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。その後は、供給サイドの減産効果などからやや反発し、３月末に

は50ドル前後まで回復しました。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2月末には200台まで急落したものの、3月末には220台に戻しています。 

 なお、当連結会計年度における国内商品先物市場全体の売買高は92,623千枚（同34.8％減）、当社グループの売買

高は762千枚（同47.4％減）となりました。 

 株式市場においては、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が、9月の世

界的な金融不安などの影響から、10月下旬には一時6,900円台まで急落しました。その後は、米国での金融機関や自

動車大手の救済に加え、各国での利下げや景気対策策定への動きからやや回復したものの、年明け以降に金融不安が

再燃したほか、国内外の経済指標の急激な悪化も加わったことで再び下落基調となり、3月中旬には一時7,000円台ま

で下落しました。その後、米国で不良資産買い取り策の詳細が発表されたほか、各国の経済指標が下げ渋り始めたこ

となどから、3月末には8,100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3,256百万円（前年同期比14.9％減）となり、そ

の内訳は外国為替証拠金取引事業2,007百万円（受取手数料に占める割合61.6％）、商品先物取引事業1,178百万円

（同36.2％）、証券取引事業70百万円（同2.2％）であります。売買損益は石油市場や貴金属市場などで売買益を計

上した結果、157百万円の売買益（前年同期は150百万円の売買損）となりました。また、営業費用は4,034百万円

（前年同期比2.7％減）となりましたが、その主なものは、人件費1,219百万円（同27.1％減）、取引所等関係費730

百万円（同5.9％増）、電算機費436百万円（同20.7％増）であります。 

 この結果、当連結会計年度の当社グループの連結業績は、営業収益3,448百万円（同7.4％減）、営業損失585百万

円（前年同期は419百万円の損失）、経常損失556百万円（前年同期は384百万円の損失）、当期純損失787百万円（前

年同期は340百万円の損失）となりました。 

 ① 外国為替証拠金取引事業 

 当連結会計年度の当社グループの外国為替証拠金取引事業の受取手数料は2,007百万円（前年同期比63.5％増）と

なり、その主な内訳は米ドル/円の取引632百万円（同48.6％増）、豪ドル/円の取引417百万円（同84.6％増）、英ポ

ンド/円の取引394百万円（同142.5％増）であります。 

 ② 商品先物取引事業 

 当連結会計年度の当社グループの商品先物取引事業の受取手数料は1,178百万円（前年同期比52.9％減）となり、

その主な内訳は貴金属市場983百万円（同36.1％減）、農産物市場125百万円（同83.0％減）、石油市場39百万円（同

75.8％減）であります。 

 ③ 証券取引事業 

 当連結会計年度の当社グループの証券取引事業の受取手数料は70百万円（前年同期比27.1％減）となりました。な

お、当社グループの注力分野である信用取引及び先物・オプション取引に係る受取手数料が、証券取引事業の受取手

数料に占める割合は60.9％（前年同期は65.5％）となっております。 

１．経営成績
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 （単位：百万円）  

 （注）預り資産内訳：為替19,601百万円、証券3,346百万円、商品1,036百万円 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産等の状況） 

 当連結会計年度末における総資産につきましては、流動資産が27,507百万円（前年同期比326百万円増）、固定資

産が1,513百万円（同283百万円減）となり、29,023百万円（同42百万円増）となりました。 

 流動資産の増加は、主として委託者先物取引差金が571百万円、金銭の信託が549百万円減少したものの、差入保証

金が1,606百万円増加したことによるものです。 

 固定資産の減少は、主として投資その他の資産のその他が194百万円減少したことによるものです。 

 当連結会計年度末における負債につきましては、流動負債が22,278百万円（同1,003百万円増）、固定負債825百万

円（同52百万円減）となり、23,282百万円（同845百万円増）となりました。 

 流動負債の増加は、主として預り証拠金が1,458百万円、受入保証金が356百万円減少したものの、外国為替取引預

り証拠金が2,803百万円増加したことによるものです。 

 固定負債の減少は、主として繰延税金負債が17百万円、負ののれんが29百万円減少したことによるものです。 

 純資産合計は5,740百万円となり、前年同期と比べ、803百万円の減少となりました。これは主として利益剰余金が

787百万円減少したことによるものです。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが329百万円、投資活動によるキャ

ッシュ・フローが△24百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△13百万円となったことから、前連結会計年度

末に対して291百万円増加（10.3％増）し、3,115百万円となりました。 

 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは329百万円（前年同期は△326百万円）となりまし

た。外国為替取引預り証拠金の増加額が2,803百万円、委託者先物取引差金（借方）の減少額が571百万円、金銭の信

託の減少額が549百万円となったものの、税金等調整前当期純損失△544百万円を計上し、差入保証金の増加額が

△1,606百万円、預り証拠金の減少額が△1,458百万円となったことなどによります。 

 当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは△24百万円（前年同期は66百万円）となりまし

た。これは、従業員に対する貸付金の回収による収入が40百万円となったものの、無形固定資産の取得による支出が

△71百万円となったことなどによります。 

 当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出△13百万円により、

△13百万円（前年同期は△18百万円）となりました。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

*「時価ベースの自己資本比率」の株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

*「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については有利子負債及び利払いがないため記載しておりません。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 前年同期比（％） 

 受取手数料 3,828 3,256  △14.9

  （外国為替証拠金取引事業） 1,227 2,007  63.5

  （商品先物取引事業） 2,503 1,178  △52.9

  （証券取引事業） 96 70  △27.1

 売買損益 △150 157 ― 

 その他 46 34  △27.0

 営業収益合計 3,725 3,448  △7.4

 営業費用 4,144 4,034  △2.7

 営業利益 △419 △585 ― 

 経常利益 △384 △556 ― 

 当期純利益 △340 △787 ― 

 １株当たり当期純利益（円） △55.84 △129.50 ― 

 預り資産（注） 24,546 23,984  △2.3

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）  33.9  31.3  25.2  22.6  19.8

時価ベースの自己資本比率（％）  10.8  26.4  8.8  3.6  2.2
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けており、当社グループの利益状況に合わせた配当

を前提とし、財務内容及び事業展開等を勘案したうえで、可能な限り安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針

としております。 

 しかしながら、当事業年度の配当につきましては、ここ数年来における当社グループの業績を踏まえ、誠に遺憾な

がら無配とさせていただきたいと存じます。 

(4）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事項のうち、当社グループの事業に関するリスクについて、主な事項を記載しております。ま

た、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る事項については記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の回

避に努めております。 

 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

①手数料収入について 

 当社グループの収益は、各市場取引における売買委託手数料によって大半が占められており、そのうち約６割

強が外国為替証拠金取引における受取手数料となります。当該取引の委託者の大部分は個人の投機家であること

から、為替市場の動向によって当社グループの収益状況は大きく影響を受けます。また、株式市場や商品先物市

場の動向についても相互に関連性があるため、各市場の動向は国内外の経済状況、政局のほか、天候・災害など

様々な要因に影響を受けます。 

②自己売買取引について 

 当社グループでは、各市場取引について自己売買業務を行っております。当該業務においてはリスク管理を徹

底し、原則として利益を確保することに主眼を置いております。しかしながら、各取引市場の動向によっては損

失が発生する可能性もあります。 

③主要事業の登録・許可等について 

 当社グループは金融商品取引及び商品先物取引に関する業務を行っております。これらの業務はそれぞれ金融

商品取引法、商品取引所法の適用を受けるものであり、金融商品取引については内閣総理大臣の登録、商品先物

取引については主務大臣の許可を受けた者でなければ営んではならない旨定められております。連結子会社のス

ター為替株式会社及びスターアセット証券株式会社は、これらの法の規定に基づき、登録又は許可を受けており

ます。 

 当社グループの事業活動の継続には、前述のとおり金融商品取引業者の登録又は商品取引員の許可が必要とな

りますが、現時点において連結子会社はこれらの取消事由に該当する事実や業務停止等の行政処分を受けるよう

な事実はないと認識しております。しかしながら、将来、何らかの事由により登録又は許可の取消等があった場

合には、当社グループの事業の継続性及び業績に重大な影響が及ぶ可能性があります。 

④法令・規則等の改定による新たな規制の導入について 

 当社グループの主要事業について、法令・規則等の改定等により新たな規制が導入された場合には、関係する

業務の収益性が低下する可能性があります。その場合には当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

⑤競合他社について 

 当社グループが取り扱う各市場取引業務においては、従来からの競合他社が多数存在しているほか、近年の規

制緩和により異業種からの新規参入も活発化しているため競争の激しい状況が続いています。このような状況の

中、当社グループの事業領域への新規参入が増加したり、既存の競合他社による手数料引き下げなどの営業戦略

が実施された場合には当社グループの収益に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥人材の確保・育成について 

 当社グループは、予定していた人材の確保・育成ができなかった場合には、当社グループの収益に影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑦顧客情報が流出するリスクについて 

 当社グループは、住所、電話番号等の顧客の個人情報を大量に保有しております。これらの顧客情報は、厳重

に管理を行っておりますが、コンピュータ・システムの不正利用や過失により外部に流出した場合、社会的責任

を問われるだけでなく、損害賠償を請求される可能性があります。 
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⑧委託者未収金について 

 当連結会計年度末の委託者未収金は、352百万円（投資その他の資産の「その他」に計上されているものを含

む。）でありますが、このうち54百万円は預り証拠金代用有価証券によって担保されており、預り証拠金によっ

て担保されない委託者未収金（無担保委託者未収金）は298百万円であります。なお、当該無担保委託者未収金に

対し、貸倒引当金217百万円を設定しておりますが、委託者未収金を適切に回収できない可能性があります。その

場合には当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

⑨訴訟について 

 当連結会計年度末時点において、連結子会社に対する係属中の損害賠償請求事件の合計は15件、請求金額の合

計は818百万円であります。また、内訳は商品先物取引及び外国為替証拠金取引の受託取引等に関するものが10

件、請求金額は584百万円となっており、その他が5件、請求金額は233百万円となっております。 

 このうち商品先物取引及び外国為替証拠金取引の受託取引等に関するものについては、顧客が同社との取引に

より損失を被ったとして、同社に対し損害賠償を求めるものであります。これに対し同社は全ての取引において

不法行為が無いことを主張しております。また、その他のものについては、同社の元従業員の在籍中の行為につ

いて、使用者責任を適用して損害賠償を求めるものであります。これに対し同社は使用者責任が無いことを主張

しております。 

 いずれの件においても結審に至るまでには相当の期間を要するものと思われるため、現時点において結果を予

測するのは困難であります。 なお、訴訟等による事故に備えるため商品取引責任準備金及び金融商品取引責任準

備金178百万円、訴訟損失引当金267百万円を計上しております。 

⑩継続的な営業損失の計上 

 当社グループは、前連結会計年度まで４期連続の営業損失を計上しております。「３．経営方針」の「(3) 中

長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」に記載しておりますとおり、当該状況の解消を図るべく当社グル

ープとして対策を講じてまいります。  

 しかしながら、これらの対策が計画通りに進捗しなかった場合、予想していた収益が確保できない可能性があ

ります。 
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 当社グループは、当社、連結子会社４社（スターアセット証券株式会社、スターインベスト株式会社、スター為替株

式会社、カーボンニュートラル株式会社）で構成され、外国為替証拠金取引業を中核とする投資・金融サービス業を営

んでおります。具体的には、東京金融取引所に上場されている取引所為替証拠金取引「くりっく365」を主たる事業と

し、そのほか、商品先物取引業および証券業を行っております。 

  

※１ スターアセット証券株式会社の商品先物取引事業につきましては、同事業のオンライン取引部門を平成21年

3月にドットコモディティ株式会社へ事業譲渡したほか、対面取引においては平成21年4月に日本ユニコム株式

会社を取次先とする取次業務へ移行しております。また、証券業につきましては、平成21年４月から信用取引

および先物・オプション取引の新規注文の受託を停止しております。 

※２ スリースターインベストメント株式会社は、当社の持分法適用関連会社でありましたが、平成20年12月に持

分を全て売却しております。 

※３ カーボンニュートラル株式会社は、平成21年4月にグリーン環境株式会社へ商号変更しております。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、持株会社である当社と連結子会社４社により構成されており、外国為替証拠金取引業、商品先物

取引業、証券業のサービスを提供することにより、継続的な企業価値の向上に努め、顧客、株主、地域社会の信頼に

応えうる企業グループを目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、変化の激しい市場環境において、安定的に収益を確保することが重要であると考え、自己資本当

期純利益率の向上を重要な経営課題と捉えており、資本効率の良い経営を目指し、中長期的な自己資本当期純利益率

の向上に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループは、「収益構造の多様化」を中長期的な経営戦略の柱として掲げ、商品先物取引業を中核とする事業

を営む企業グループから、将来的には相互補完性を持つ為替・商品・証券の三市場取引をバランスさせた収益構造に

することで、効率的かつ安定的な企業運営を実現することを目指して取り組んでまいりました。 

 しかしながら、当社グループの足元の課題である通期ベースでの黒字転換と継続的な利益計上が見込める体制作り

の進捗が遅れていることや、昨今の金融不安に伴うマーケット環境の不安定化による経営環境の悪化などに対応する

ため、短期的には以下の対策を重点的に実行してまいります。 

・外国為替証拠金取引事業の預り資産の増大と収益増加 

 当社グループの中核子会社であるスター為替株式会社は、外国為替証拠金取引のオンライン取引事業に特化し、同

事業における預り資産の増大と収益増加を目指してまいりました。 

 特に取引所為替証拠金取引「くりっく365」のプロモーションやキャンペーンに注力した結果、当連結会計年度末

において、「くりっく365」における同社の預り資産は19,092百万円（前年同期比20.7％増）、受取手数料は1,892百

万円（同93.0％増）となっております。 

・不採算事業の規模の縮小 

 当社グループ子会社であるスターアセット証券株式会社は、過去６期にわたり継続的に営業損失を計上しており、

当事業年度においても営業損失1,112百万円（前期は217百万円の営業損失）を計上しております。 

このような状況を解消するため、中核事業である商品先物取引の対面営業へ経営資源を集約することを骨子とし

た経営改善計画を作成し、実行しております。具体的には、非中核事業および不採算部門について、事業譲渡や事業

規模の縮小などの事業リストラ策を実行したことにより、事業拠点の賃料など管理費の削減を見込んでおります。ま

た、退職勧奨による人員削減などにより、次年度の人件費についても大幅な減少を見込んでおります。なお、経営責

任を明確にするため、役員報酬のカットも行ってまいりました。今後も引き続き収支改善に努めてまいります。 

 当連結会計年度末における同社の営業収益は1,468百万円（前年同期比52.8％減）、経常損失は1,105百万円（前期

は205百万円の経常損失）、当期純損失は1,036百万円（前期は287百万円の当期純損失）となっております。 

・自己売買部門のリスク管理体制強化 

 当社グループの自己売買部門においては、安定した売買益計上及び急激な相場変動による売買損失計上とそれに伴

う収益減を極小化するために、「ロスカットルール及び資金配分ルール」の改訂と自己売買取引全体の取引量の管理

を実施することで、損失発生リスクの低減を図ってまいりました。 

 当連結会計年度末においては、157百万円の売買益（前期は150百万円の売買損）を計上する結果となっておりま

す。 

 当社グループは、「外国為替証拠金取引事業の預り資産の増大と収益増加」と「不採算事業の規模の縮小」の二つ

の対策を引き続き実行してまいります。また、想定される社内外の環境などを踏まえると、商品先物取引事業の黒字

化のメドについては不透明な状況ですが、外国為替証拠金取引事業の預り資産の増大と収益増加に努めることによ

り、グループの収支改善を図ってまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,387,773 3,994,481

預託金 1,025,000 675,000

顧客分別金信託 ※3  950,000 ※3  600,000

その他の預託金 ※2  75,000 ※2  75,000

委託者未収金 165,602 54,465

保管有価証券 ※2  413,489 ※2  100,294

差入保証金 18,834,623 20,441,205

金銭の信託 ※2  1,570,000 ※2  1,020,100

信用取引資産 468,859 412,704

信用取引貸付金 338,785 282,298

信用取引借証券担保金 130,074 130,406

委託者先物取引差金 ※4  964,216 ※4  392,337

未収還付法人税等 141,917 3,244

その他 211,714 414,426

貸倒引当金 △1,722 △473

流動資産合計 27,181,476 27,507,786

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 102,407 95,220

減価償却累計額 △67,248 △59,146

建物及び構築物（純額） 35,158 36,074

機械装置及び運搬具 3,395 3,395

減価償却累計額 △3,015 △3,110

機械装置及び運搬具（純額） 379 284

土地 71,115 44,166

その他 65,094 66,908

減価償却累計額 △47,313 △52,599

その他（純額） 17,780 14,309

有形固定資産合計 124,433 94,834

無形固定資産 59,849 78,611

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1,2  357,240 ※1,2  271,186

その他 1,632,986 1,438,201

貸倒引当金 △377,384 △369,243

投資その他の資産合計 1,612,843 1,340,144

固定資産合計 1,797,126 1,513,590

繰延資産 2,883 2,162

資産合計 28,981,486 29,023,539
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 － 994

未払法人税等 14,375 250,314

賞与引当金 64,307 7,821

預り証拠金 2,394,216 936,141

外国為替取引預り証拠金 16,798,185 19,601,472

預り証拠金代用有価証券 413,489 100,294

信用取引負債 445,856 387,258

信用取引借入金 317,225 257,275

信用取引貸証券受入金 128,631 129,983

受入保証金 460,884 104,535

訴訟損失引当金 － 267,780

その他 683,736 621,450

流動負債合計 21,275,051 22,278,065

固定負債   

繰延税金負債 84,597 67,099

役員退職慰労引当金 320,720 324,385

負ののれん 454,888 425,540

長期リース資産減損勘定 18,541 8,965

固定負債合計 878,746 825,991

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 ※5  258,890 ※5  142,985

証券取引責任準備金 ※5  10,815 －

金融先物取引責任準備金 ※5  13,559 －

金融商品取引責任準備金 － ※5  35,503

特別法上の準備金合計 283,265 178,489

負債合計 22,437,063 23,282,545

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 4,122,038 3,334,735

自己株式 △202,985 △216,184

株主資本合計 6,479,802 5,679,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,621 61,692

評価・換算差額等合計 64,621 61,692

純資産合計 6,544,423 5,740,993

負債純資産合計 28,981,486 29,023,539
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

受取手数料 3,828,455 3,256,673

売買損益 △150,040 157,719

その他 46,602 34,031

営業収益合計 3,725,017 3,448,424

営業費用   

取引所関係費 690,152 730,610

人件費 ※1  1,672,501 ※1  1,219,661

旅費及び交通費 39,919 26,168

広告宣伝費 138,080 253,440

通信費 138,223 121,469

不動産賃借料 249,907 215,045

電算機費 361,898 436,840

減価償却費 54,819 61,420

貸倒引当金繰入額 32,420 34,981

訴訟損失引当金繰入額 － 267,780

その他 766,683 666,782

営業費用合計 4,144,606 4,034,201

営業損失（△） △419,589 △585,777

営業外収益   

受取利息 20,097 15,115

受取配当金 1,493 3,146

負ののれん償却額 29,347 29,347

その他 6,181 5,123

営業外収益合計 57,120 52,733

営業外費用   

創立費償却 990 720

株式交付費 － 835

持分法による投資損失 2,920 35

投資事業組合運用損 6,254 15,121

為替差損 4,215 6,416

売買差損金 6,632 －

減価償却費 440 80

その他 688 356

営業外費用合計 22,142 23,567

経常損失（△） △384,611 △556,611
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  8,259 －

商品取引責任準備金戻入額 86,307 115,904

証券取引責任準備金戻入 384 －

金融商品取引責任準備金戻入 － 22

貸倒引当金戻入額 546 362

賞与引当金戻入額 17,298 44,577

関係会社株式売却益 26 －

事業譲渡益 － 40,952

出資金償還益 2,340 3,415

特別利益合計 115,163 205,234

特別損失   

固定資産売却損 ※3  17,727 ※3  1,558

固定資産除却損 ※4  741 ※4  167

減損損失 ※5  3,671 ※5  48,511

金融先物取引責任準備金繰入れ 6,617 －

金融商品取引責任準備金繰入れ － 11,150

投資有価証券売却損 876 －

投資有価証券評価損 1,150 64,433

関係会社株式売却損 － 27

出資金償還損 1,200 9,415

ゴルフ会員権評価損 － 4,666

割増退職金 － 12,099

システム解約違約金 － 40,280

原状回復費用 12,592 1,190

特別損失合計 44,577 193,502

税金等調整前当期純損失（△） △314,025 △544,879

法人税、住民税及び事業税 9,237 243,997

法人税等調整額 17,418 △1,574

法人税等合計 26,656 242,423

当期純損失（△） △340,682 △787,302
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,500,000 2,500,000

当期末残高 2,500,000 2,500,000

資本剰余金   

前期末残高 60,749 60,749

当期末残高 60,749 60,749

利益剰余金   

前期末残高 4,481,024 4,122,038

当期変動額   

剰余金の配当 △18,303 －

当期純損失（△） △340,682 △787,302

当期変動額合計 △358,985 △787,302

当期末残高 4,122,038 3,334,735

自己株式   

前期末残高 △202,975 △202,985

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △13,198

当期変動額合計 △10 △13,198

当期末残高 △202,985 △216,184

株主資本合計   

前期末残高 6,838,798 6,479,802

当期変動額   

剰余金の配当 △18,303 －

当期純損失（△） △340,682 △787,302

自己株式の取得 △10 △13,198

当期変動額合計 △358,995 △800,501

当期末残高 6,479,802 5,679,300
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 245,451 64,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180,829 △2,928

当期変動額合計 △180,829 △2,928

当期末残高 64,621 61,692

評価・換算差額等合計   

前期末残高 245,451 64,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180,829 △2,928

当期変動額合計 △180,829 △2,928

当期末残高 64,621 61,692

純資産合計   

前期末残高 7,084,249 6,544,423

当期変動額   

剰余金の配当 △18,303 －

当期純損失（△） △340,682 △787,302

自己株式の取得 △10 △13,198

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180,829 △2,928

当期変動額合計 △539,825 △803,429

当期末残高 6,544,423 5,740,993
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △314,025 △544,879

減価償却費 55,260 61,501

減損損失 3,671 48,511

負ののれん償却額 △29,347 △29,347

有形固定資産除却損 741 167

有形固定資産売却損益（△は益） △4,601 1,558

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,511 △9,389

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,630 3,665

受取利息及び受取配当金 △21,591 △18,262

投資有価証券売却損益（△は益） 876 －

持分法による投資損益（△は益） 2,920 35

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 250,000 350,000

その他預託金の増減額（△は増加） 31,941 －

金銭の信託の増減額（△は増加） 659,999 549,900

外国為替取引分別保管預金の増減額（△は増加） △109,028 14,906

委託者未収金の増減額（△は増加） 115,512 111,137

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △20,660 △2,442

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

△243,757 571,879

差入保証金の増減額（△は増加） △3,468,604 △1,606,582

長期未収債権の増減額（△は増加） 23,611 △18,920

預り証拠金の増減額（△は減少） △426,423 △1,458,074

外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） 3,480,788 2,803,287

受入保証金の増減額（△は減少） △95,265 △356,348

預り金の増減額（△は減少） △178,135 △48,214

その他 42,980 △246,784

小計 △204,995 177,305

利息及び配当金の受取額 20,324 20,482

法人税等の支払額 △157,712 △10,263

法人税等の還付額 15,431 141,917

営業活動によるキャッシュ・フロー △326,951 329,442
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △6,304 △14,050

有形固定資産の売却による収入 165,521 20,639

無形固定資産の取得による支出 － △71,165

投資有価証券の取得による支出 △70,650 －

投資有価証券の売却による収入 8,123 －

関係会社株式の売却による収入 3,358 9,536

従業員に対する貸付けによる支出 △23,590 △27,550

従業員に対する貸付金の回収による収入 20,998 40,611

出資金の払込による支出 △2,000 －

出資金の売却による収入 15,240 19,300

その他 △44,567 △1,601

投資活動によるキャッシュ・フロー 66,129 △24,278

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △10 △13,198

配当金の支払額 △18,046 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,056 △13,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278,878 291,912

現金及び現金同等物の期首残高 3,101,968 2,823,089

現金及び現金同等物の期末残高 2,823,089 3,115,002
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当する事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当する事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 全ての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

スターアセット証券㈱ 

スターインベスト㈱ 

スター為替㈱  

カーボンニュートラル㈱ 

 なお、スター為替㈱は平成19年4月

に、カーボンニュートラル㈱は平成19

年7月に設立され、新たに連結の範囲

に含めております。 

全ての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

スターアセット証券㈱ 

スターインベスト㈱ 

スター為替㈱  

カーボンニュートラル㈱ 

 なお、カーボンニュートラル㈱は平

成21年4月にグリーン環境㈱へ商号変

更しております。 

２ 持分法の適用に関する事項  全ての関連会社に持分法を適用してお

ります。 

 全ての関連会社に持分法を適用してお

ります。 

  持分法を適用した関連会社数 ２社  

会社の名称 

マイルストンアセットマネジメント

㈱ 

スリースターインベストメント㈱ 

 なお、マイルストンアセットマネジ

メント㈱は、平成20年1月に持分を全

て売却したため、売却日までの損益に

ついて連結損益計算書に含めておりま

す。 

持分法を適用した関連会社数 １社  

会社の名称 

スリースターインベストメント㈱ 

 なお、スリースターインベストメン

ト㈱は、平成20年12月に持分を全て売

却したため、売却日までの損益につい

て連結損益計算書に含めております。

３ 連結子会社の事業年度等に関

する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 
同左 

４ 会計処理基準に関する事項     
(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

売買目的有価証券(商品有価証券等)

時価法によっております。 

(売却原価は、移動平均法により

算定) 

① 有価証券 

売買目的有価証券(商品有価証券等)

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法によっておりま

す。 

(評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

時価のないもの 

同左 

   なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資(金融商品取

引法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの)については、組合契約

に規定される決算報告日に応じて入手

可能な 近の決算報告書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法によ

っております。 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  ② 保管有価証券 

 商品取引所法施行規則第39条の規定

に基づく充用価格によっており、主な

有価証券の充用価格は次のとおりであ

ります。 

② 保管有価証券 

同左 

  利付国債証券 額面金額の80％ 

社債 

(上場銘柄) 
額面金額の65％ 

株券 

(一部上場銘柄) 
時価の70％相当額 

倉荷証券 時価の70％相当額 

  

  ③ デリバティブ 

 時価法によっております。 

③ デリバティブ 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  ② 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  ③ 長期前払費用 

 均等償却をしております。 

 なお、償却期間については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

③ 長期前払費用 

同左 

④      ────── 

  

④ リース資産 

 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。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 ① 創立費 

 ５年間の定額法で償却しておりま

す。 

① 創立費 

同左 

②      ────── 

  

② 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(4) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度末における従業員賞与

支給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

スターホールディングス㈱（8702）平成21年3月期決算短信

-18-



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  ③     ────── 

  

③ 訴訟損失引当金 

 商品先物取引事故及び金融商品取引

事故による損失に備えるため、損害賠

償請求等に伴う損失見込額のうち、商

品取引責任準備金及び金融商品取引責

任準備金期末残高を超える額を計上し

ております。 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上す

ることとしております。 

 ただし、当連結会計年度末におい

て、年金資産の見込額が退職給付債務

の見込額を上回るため、長期前払費用

を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

   なお、過去勤務債務については、各

連結会計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（４

年）による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の連結会計年度から

費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（４年）による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌連結会計年度

より費用処理しております。 

  

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ⑥ 商品取引責任準備金 

 商品先物取引事故による損失に備え

るため、商品取引所法第221条の規定

に基づき、同施行規則に定める額を計

上しております。 

⑥ 商品取引責任準備金 

同左 

  ⑦ 証券取引責任準備金 

 証券事故による損失に備えるため、

金融商品取引法附則第40条に従い、旧

証券取引法第51条の規定に基づき、旧

「証券会社に関する内閣府令」第35条

に定めるところにより算出した額を計

上しております。 

⑦     ────── 

  

  ⑧ 金融先物取引責任準備金 

 金融先物取引事故による損失に備え

るため、旧金融先物取引法第81条の規

定に基づき、同施行規則に定めるとこ

ろにより算出した額を計上しておりま

す。 

⑧     ────── 

  

  ⑨     ────── 

  

⑨ 金融商品取引責任準備金 

 金融商品取引事故による損失に備え

るため、金融商品取引法第46条の５の

規定に基づき、「金融商品取引等に関

する内閣府令」第175条に定めるとこ

ろより算出した額を計上しておりま

す。 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

(5) 重要なリース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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。 

────── 

(6) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。

同左 

６ のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

 負ののれんの償却については、20年間

の定額法により償却をしております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金及び随時引き出し可能な預金並びに取

得日から３ヶ月以内に償還期限が到来す

る短期投資のうち容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わないものからなっておりま

す。 

同左 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

(有形固定資産の減価償却方法) 

 当連結会計年度より、法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30

日 法令第83号))に伴い、平成19年４月1日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

────── 

  

────── (リース取引に関する会計基準等） 

 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、当連結会計年度より、「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））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 ただし、当連結会計年度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。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

────── (連結損益計算書) 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「売買差

損金」(当連結会計年度は122千円）は、営業外費用の総

額100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」

に含めて表示しております。 

────── (連結キャッシュ・フロー計算書) 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産

取得による支出」は、前連結会計年度は「その他」に含

めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「無形固定資産取得による支出」は45,614千円でありま

す。 

追加情報

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

（既存有形固定資産の残存価額について） 

 当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

────── 

（要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主

制度による厚生年金基金に関する事項） 

 当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成19年５

月15日）を適用し、（退職給付関係）において、要拠出額

を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関す

る事項を注記しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

────── 

────── (金融商品取引責任準備金について) 

 「金融商品取引責任準備金」は、前連結会計年度にお

いて、「金融商品取引法附則」(平成18年法律第65号)第

40条及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成18年法律第

66号）第72条の規定により、旧「証券取引法」及び旧

「金融先物取引法」の規定による「証券取引責任準備

金」及び「金融先物取引責任準備金」として表示してお

りましたが、当連結会計年度より、「金融商品取引法」

（昭和23年法律第25号）第46条の５の規定に基づき「金

融商品取引責任準備金」と表示しております。 
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前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

────── （訴訟損失引当金について） 

 商品先物取引事故及び金融商品取引事故に係る損害賠償

請求額等に基づき算出した損失見込額が、当連結会計年度

末の商品取引責任準備金及び金融商品取引責任準備金の残

高を上回ることとなったため、訴訟損失引当金を計上する

こととしております。 

 (1)商品取引責任準備金について 

 商品取引責任準備金につきましては、連結子会社にお

いて商品取引所法第221条に基づき、商品市場における

取引等の取引高に応じた積立てを行っておりましたが、

前連結会計年度に比べ取引高が大幅に減少したことによ

り、積立て必要額も大きく減額となったことから、商品

先物取引事故に係る損害賠償請求額等に基づき算出した

損失見込額が、当連結会計年度末の商品取引責任準備金

の残高を上回ることとなったものです。 

 (2)金融商品取引責任準備金について 

 元社員の在籍中の行為について、連結子会社が使用者

責任に基づく損害賠償を請求されておりました訴訟につ

き、損失見込額が、当連結会計年度末の金融商品取引責

任準備金の残高を上回ることとなったものです。 

 これにより、訴訟損失引当金を計上することとなったた

め、当連結会計年度において、営業損失、経常損失、税金

等調整前当期純損失が、それぞれ267,780千円増加してお

ります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１        ────── 

投資有価証券(株式) 9,599千円   

※２ 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内

訳は次のとおりであります。 

イ 担保資産 

※２ 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内

訳は次のとおりであります。 

イ 担保資産 

（担保資産の内訳）  

預託金       千円75,000

金銭の信託    千円1,240,000

（対応する債務の内訳）  

取引証拠金の預託に代えた 

委託者保護基金による保証額 
千円300,000

取引証拠金の預託に代えた 

銀行等による保証額 
   千円1,000,000

（担保資産の内訳）  

預託金       千円75,000

（対応する債務の内訳）  

取引証拠金の預託に代えた 

委託者保護基金による保証額 
     千円300,000

ロ 預託資産 

 取引証拠金の代用として次の資産を㈱日本商品清

算機構へ預託しております。 

ロ 預託資産 

 取引証拠金の代用として次の資産を㈱日本商品清

算機構へ預託しております。 

保管有価証券      千円413,489

投資有価証券     千円63,804

合計     千円477,293

保管有価証券          千円95,242

投資有価証券          千円51,664

合計         千円146,906

ハ 分離保管資産 

 商品取引所法第210条の規定に基づき、日本商品

委託者保護基金に分離保管しなければならない保全

対象財産の金額は 千円であります。 

 なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託

者資産保全措置額は 千円であります。 

17,196

400,000

ハ 分離保管資産 

 商品取引所法第210条の規定に基づき、日本商品

委託者保護基金に分離保管しなければならない保全

対象財産の金額は 千円であります。 

 なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託

者資産保全措置額は 千円であります。 

7,295

400,000

※３ 旧証券取引法第47条第３項に基づき、国内において

信託会社等に信託された顧客分別金信託額でありま

す。 

※３ 金融商品取引法第43条の２第２項に基づき、国内に

おいて信託会社等に信託された顧客分別金信託額であ

ります。 

※４ 委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の時

価との差損益金の純額であって、㈱日本商品清算機

構との間で受払精算された金額であります。 

※４          同左 

※５ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

※５ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

商品取引責任準備金 商品取引所法第221条 

証券取引責任準備金 旧証券取引法第51条 

金融先物取引責任準備金 旧金融先物取引法第81条 

商品取引責任準備金 商品取引所法第221条 

金融商品取引責任準備金 

  

金融商品取引法第46条の５ 

  

 ６ 偶発債務 

 従業員の銀行借入金に対して、次の金額の債務保証

をしております。 

 ６ 偶発債務 

 従業員の銀行借入金に対して、次の金額の債務保証

をしております。 

従業員    千円3,158 従業員         千円626
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

※１ 人件費の内訳は、次のとおりであります。 ※１ 人件費の内訳は、次のとおりであります。 

役員報酬     千円133,447

従業員給与      千円1,289,108

賞与引当金繰入額    千円57,663

役員退職慰労引当金繰入額    千円22,510

退職給付費用    千円26,180

福利厚生費    千円143,591

合計      千円1,672,501

役員報酬     千円131,851

従業員給与      千円938,050

賞与引当金繰入額    千円6,938

役員退職慰労引当金繰入額    千円3,665

退職給付費用    千円39,159

福利厚生費    千円99,997

合計      千円1,219,661

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※２         ────── 

土地・建物       千円8,225

船舶   千円34

合計       千円8,259

  

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物     千円3,658

電話加入権      千円14,069

合計      千円17,727

土地・建物     千円1,558

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 千円0

器具及び備品 千円741

合計 千円741

建物 千円167

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失

本社 
(福岡市) 閉鎖 設備     千円3,526

本社 
(福岡市) 遊休資産 設備 千円144

合計         千円3,671

 連結財務諸表提出会社  

 連結子会社 

場所 用途 種類 減損損失

本社
(福岡市) 遊休資産 器具及び 

備品     千円687

本社
(福岡市) 遊休資産 ソフト 

ウェア     千円3,286

合計         千円3,973

場所 用途 種類 減損損失

本社
(福岡市) 処分予定 設備     千円3,423

本社
(福岡市) 遊休資産 ソフト 

ウェア    千円9,329

本社
(福岡市) 遊休資産 長期 

前払費用     千円6,856

日本橋支店
(東京都中央区) 遊休資産 器具及び 

備品     千円15

日本橋支店
(東京都中央区) 遊休資産 ソフト 

ウェア    千円18,664

本社営業店
(福岡市) 処分予定 設備     千円1,203

本社営業店
(福岡市) 処分予定 器具及び 

備品     千円152

合計        千円39,646
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前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 当社グループは事業用資産について継続的に収支の

把握を行っている管理会計上の単位である事業所を独

立した単位としてグルーピングを行いました。また、

遊休資産についてはそれぞれの個別物件をグルーピン

グの 小単位として減損損失の兆候を判定しておりま

す。 

 この結果、当連結会計年度においては、遊休資産及

び上記設備を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として計上いたしました。 

 当社グループは事業用資産について継続的に収支の

把握を行っている管理会計上の単位である事業所を独

立した単位としてグルーピングを行いました。また、

遊休資産についてはそれぞれの個別物件をグルーピン

グの 小単位として減損損失の兆候を判定しておりま

す。 

 この結果、当連結会計年度においては、上記遊休資

産等を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して計上いたしました。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び

株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の買

取りによる増加であります。 

  発行済株式の種類 自己株式の種類 

  普通株式 普通株式 

前連結会計年度末 

株式数 
 6,543,700 株 442,392 株

当連結会計年度 

増加株式数 
 0 株 40 株

当連結会計年度 

減少株式数 
 0 株 0 株

当連結会計年度末 

株式数 
 6,543,700 株 442,432 株

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び

株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加121,700株は、取締役会決

議による自己株式の取得による増加であります。 

  発行済株式の種類 自己株式の種類 

  普通株式 普通株式 

前連結会計年度末 

株式数 
 6,543,700 株 442,432 株

当連結会計年度 

増加株式数 
 0 株 121,700 株

当連結会計年度 

減少株式数 
 0 株 0 株

当連結会計年度末 

株式数 
 6,543,700 株 564,132 株

 ２．配当に関する事項 

  (1）配当支払額 

   平成19年６月27日開催の第３期定時株主総会におい

て次のとおり決議しております。 

  (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当

の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

────── 

 イ 配当金の総額 千円19,628

 ロ １株あたり配当額    ３円00銭

 ハ 基準日  平成19年３月31日

 ニ 効力発生日  平成19年６月28日

 ２．配当に関する事項 

────── 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 3,387,773 千円

商品取引責任準備金口 △255,894 千円

証券取引責任準備金口 △11,199 千円

金融先物取引責任準備金口 △11,553 千円

外国為替取引分別保管預金 △109,028 千円

外国為替取引担保預金 △177,007 千円

現金及び現金同等物 2,823,089 千円

現金及び預金勘定 3,994,481 千円

商品取引責任準備金口 △141,671 千円

証券取引責任準備金口 △10,815 千円

金融先物取引責任準備金口 △20,300 千円

外国為替取引分別保管預金 △94,121 千円

外国為替取引担保預金 △612,570 千円

現金及び現金同等物 3,115,002 千円

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

   
取得価額 
相当額 
(千円) 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

 

減損損失
累計額 
相当額 
(千円) 

 
期末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産 

「その他」 

(器具及び備品) 

   108,092    53,811    31,085    23,195

無形固定資産 

(ソフトウェア) 
   101,699    47,098    ―    54,601

合計    209,791    100,909    31,085    77,796

   
取得価額
相当額 
(千円) 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

 

減損損失
累計額 
相当額 
(千円) 

 
期末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産 

「その他」 

(器具及び備品)

   94,704    53,803    29,679    11,222

無形固定資産 

(ソフトウェア)
   90,799    55,993    ―    34,806

合計    185,504    109,796    29,679    46,028

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 41,834 千円

１年超 58,524 千円

合計 100,359 千円

リース資産減損勘定期末残高 18,541 千円

１年内 39,129 千円

１年超 19,394 千円

合計 58,524 千円

リース資産減損勘定期末残高 8,965 千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 57,046 千円

リース資産減損勘定の取崩額 15,219 千円

減価償却費相当額 37,680 千円

支払利息相当額 4,263 千円

支払リース料 44,523 千円

リース資産減損勘定の取崩額 9,575 千円

減価償却費相当額 31,824 千円

支払利息相当額 2,689 千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

同左 
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 （注） 当連結会計年度において、有価証券について64,433千円（その他有価証券で時価のある株式22,556千円、時価

のある受益証券200千円、時価のない株式41,677千円）減損処理を行っております。 

なお、有価証券の減損処理については、決算期末日の時価の下落率が簿価の30％以上であるものを対象として

おります。時価の下落率が50％以上である場合は、時価が「著しく下落した」ときに該当することとして減損処

理を行っております。 

また、時価の下落率が30％以上50％未満である場合は回復可能性の判定を行い、減損処理を行っております。

（有価証券関係）

区分 

前連結会計年度
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借対
照表計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

連結貸借対 
照表計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの             

① 株式  32,230  157,588  125,358  32,230  105,687  73,457

② 債券  ―  ―  ―  ―  ―  ―

③ その他  ―  ―  ―  ―  ―  ―

小計  32,230  157,588  125,358  32,230  105,687  73,457

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの             

① 株式  72,499  52,814  △19,684  49,942  42,745  △7,196

② 債券  ―  ―  ―  ―  ―  ―

③ その他  300  300  ―  100  100  ―

小計  72,799  53,114  △19,684  50,042  42,845  △7,196

合計  105,029  210,702  105,673  82,272  148,532  66,260

区分 

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売却額 
(千円) 

売却益の
合計額 
(千円) 

売却損の
合計額 
(千円) 

売却額
(千円) 

売却益の 
合計額 
(千円) 

売却損の
合計額 
(千円) 

① 株式  8,123  ―  876  ―  ―  ―

② 債券  ―  ―  ―  ―  ―  ―

③ その他  ―  ―  ―  ―  ―  ―

合計  8,123  ―  876  ―  ―  ―

区分 

前連結会計年度
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券     

非上場株式  63,637  43,911

投資事業有限責任組合及びそれ
に類する組合への出資  73,301  78,741
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１ 取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

① 取引の内容及び利用目的 

 連結子会社は、商品取引所における商品先物取引及び

商品オプション取引、その他株価指数先物取引、株価指

数オプション取引及び外国為替証拠金取引を下記イ及び

ロを目的として行っております。 

イ 受託業務を円滑に実施し、市場の機能を維持するこ

と 

ロ 収益の獲得 

① 取引の内容及び利用目的 

同左 

② 取引に対する取組方針 

 当社グループのデリバティブ取引の大部分を占める商

品先物取引は、商品取引所の市場管理要綱に従い、連結

子会社各社の財務状況に照らして適正かつ必要な範囲で

行う方針をとっております。 

② 取引に対する取組方針 

同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

 商品先物取引、商品オプション取引、株価指数先物取

引、株価指数オプション取引及び外国為替証拠金取引は

価格変動によるリスクを有しております。また、株価指

数先物取引、株価指数オプション取引及び外国為替証拠

金取引は、取引の相手方が契約を履行できなくなる場合

に発生するリスクである取引先リスクを有しておりま

す。なお、商品先物取引及び商品オプション取引につい

ては、連結子会社の加入している商品取引所における取

引でありますので、契約不履行等信用面でのリスクはな

いものと認識しております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

同左 

④ 取引に係るリスクの管理体制 

 当社グループは、デリバティブ取引を行ううえで、そ

のリスク管理が非常に重要であるとの認識に基づき、連

結子会社において自己売買取引に関する規程等を定め、

その規程等にのっとったリスク管理を実行しておりま

す。また、月例の取締役会において取引状況及び売買損

益の状況が報告され、予算・市場動向を勘案し、翌月以

降の取引について検討がなされております。 

 当社におきましては、連結子会社各社のリスクを把握

するとともに、グループ全体の経営の健全性確保のため

リスクを適切にコントロールする体制をとっておりま

す。 

④ 取引に係るリスクの管理体制 

同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

（1）商品関連 

 （注） 時価の算定には、各商品取引所における 終約定値段を使用しております。 

（2）通貨関連 

 （注） 時価の算定には、金融商品取引所における 終約定値段を使用しております。 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

区分 種類 

前連結会計年度
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

契約額等 
(千円) 

契約額等
のうち 
１年超 
(千円) 

時価
(千円) 

評価損益
(千円) 

契約額等
(千円) 

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円) 

市場取引 

農産物市場                

売建  52,915 ― 53,925 △1,010 7,531  ―  9,121 △1,590

買建  ― ― ― ― ―  ―  ― ―

貴金属市場                

売建  122,053 ― 121,040 1,013 28,675  ―  28,640 35

買建  ― ― ― ― 46,836  ―  46,688 △148

ゴム市場                

売建  ― ― ― ― 11,515  ―  11,520 △5

買建  ― ― ― ― ―  ―  ― ―

石油市場                

売建  268,380 ― 269,838 △1,458 150,734  ―  152,340 △1,605

買建  239,187 ― 239,537 350 136,767  ―  138,351 1,584

  合計                

  売建  443,348 ― 444,803 △1,455 198,455  ―  201,621 △3,166

  買建  239,187 ― 239,537 350 183,603  ―  185,039 1,436

  差引計  ― ― ― △1,105 ―  ―  ― △1,730

区分 種類 

前連結会計年度
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

契約額等 
(千円) 

契約額等
のうち 
１年超 
(千円) 

時価
(千円) 

評価損益
(千円) 

契約額等
(千円) 

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円) 

市場取引 

外国為替証拠金取引                

売建  ― ― ― ― 33,305  ―  33,835 △529

買建  ― ― ― ― 13,359  ―  13,119 △240

  合計                

  売建  ― ― ― ― 33,305  ―  33,835 △529

  買建  ― ― ― ― 13,359  ―  13,119 △240

  差引計  ― ― ― ― ―  ―  ― △770
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（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 スターアセット証券株式会社及びスター為替株式会社

は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設け

ております。 

 また、スターアセット証券株式会社及びスター為替株

式会社は、複数事業主制度による総合設立型の厚生年金

基金に加入しております。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 スターアセット証券株式会社及びスター為替株式会社

は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設け

ておりましたが、平成20年４月より確定給付企業年金制

度へ移行しました。 

 また、スターアセット証券株式会社及びスター為替株

式会社は、複数事業主制度による総合設立型の厚生年金

基金に加入しております。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

 ①制度全体の積立状況に関する事項（平成19年3月31

日） 

 退職給付債務 81,621 百万円

 年金財政計算上の給付債務の額 61,610 百万円

 差引額 20,011 百万円

 ①制度全体の積立状況に関する事項（平成20年3月31

日） 

 退職給付債務 68,029 百万円

 年金財政計算上の給付債務の額 63,454 百万円

 差引額 4,575 百万円

 ②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

2.4％  

 ②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

2.0％  

 ③補足説明 

  上記①の差引額の主な要因は以下のとおりでありま

す。 

未償却過去勤務債務残高 2,233 百万円 

剰余金 20,782 百万円 

過去勤務債務の償却方法 期間12年の元利均等償却

残余償却年数 ８年 

 ③補足説明 

  上記①の差引額の主な要因は以下のとおりでありま

す。 

未償却過去勤務債務残高 1,446 百万円 

剰余金 4,693 百万円 

過去勤務債務の償却方法 期間12年の元利均等償却

残余償却年数  ７ 年 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 396,373 千円  

② 年金資産 468,171 千円  

③ 未認識過去勤務債務 6,321 千円  

④ 未認識数理計算上の差異 29,665 千円  

差引 △107,786 千円  

⑤ 前払年金費用 107,786 千円  

⑥ 退職給付引当金 ― 千円  

① 退職給付債務 323,854 千円  

② 年金資産 259,528 千円  

③ 未認識過去勤務債務 3,160 千円  

④ 未認識数理計算上の差異 165,053 千円  

差引 △103,888 千円  

⑤ 前払年金費用 103,888 千円  

⑥ 退職給付引当金 ―千円  

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 72,189 千円 

② 利息費用 8,581 千円 

③ 期待運用収益 △11,887 千円 

④ 過去勤務債務の費用処理額 3,160 千円 

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △45,863 千円 

⑥ 退職給付費用 26,180 千円 

① 勤務費用 53,536 千円 

② 利息費用 7,927 千円 

③ 期待運用収益 △9,363 千円 

④ 過去勤務債務の費用処理額 3,160 千円 

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △16,102 千円 

⑥ 退職給付費用 39,159 千円 

（注）厚生年金基金への掛金拠出額(33,777千円)は、

「①勤務費用」に含めて計上しております。 

（注）厚生年金基金への掛金拠出額(24,611千円)は、

「①勤務費用」に含めて計上しております。 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 割引率 2.0％ 

② 期待運用収益率 2.0％ 

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④ 数理計算上の差異の処理年数 ４年 

⑤ 過去勤務債務の処理年数 ４年 

① 割引率 2.0％ 

② 期待運用収益率 2.0％ 

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④ 数理計算上の差異の処理年数 ４年 

⑤ 過去勤務債務の処理年数 ４年 

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(繰延税金資産)    

商品取引責任準備金 104,591 千円

貸倒引当金 153,159   

役員退職慰労引当金 129,570   

賞与引当金 25,996   

減損損失累計額 21,076   

税務上の繰越欠損金額 1,120,582   

その他 28,226   

繰延税金資産小計 1,583,204   

評価性引当額 △1,583,204   

繰延税金資産合計 ―   

(繰延税金負債)     

適格退職年金に係る前払費用 43,545   

その他有価証券評価差額金 41,051   

繰延税金負債合計 84,597   

繰延税金負債の純額 84,597   

(繰延税金資産)    

商品取引責任準備金 57,766 千円

貸倒引当金 149,365   

役員退職慰労引当金 131,062   

減損損失累計額 22,972   

訴訟損失引当金 108,183   

税務上の繰越欠損金額 1,467,433   

その他 84,392   

繰延税金資産小計 2,021,176   

評価性引当額 △2,021,176   

繰延税金資産合計 ―   

(繰延税金負債)     

確定給付企業年金に係る前払費

用 

41,971   

その他有価証券評価差額金 25,128   

繰延税金負債合計 67,099   

繰延税金負債の純額 67,099   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

   当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上

しているため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

     当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上

しているため注記を省略しております。  
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

（共通支配下の取引等） 

 １．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1)対象となった事業の名称及び事業の内容 

事業の名称 当社の連結子会社であるスターアセット証券株式会社の取引所為替証拠金取引 

       「くりっく３６５」事業 

事業の内容 東京金融取引所が扱う取引所為替証拠金取引の受託業務を行っております。 

(2)企業結合の法的形式 

 スターアセット証券株式会社（当社の連結子会社）を分割会社、スター為替株式会社（当社の連

結子会社）を承継会社とする吸収分割 

(3)結合後企業の名称 

スター為替株式会社（当社の連結子会社） 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

  今後も著しい成長が見込まれる外国為替証拠金取引市場において、ネット取引に特化した外国為

替証拠金取引の専業会社を設立することにより意思決定の迅速化を図り、厳しい競争にさらされて

いる同取引市場でのシェアを拡大し、収益の向上を図ることを目的として、従来、当社の連結子会

社であるスターアセット証券株式会社がおこなっていた取引所為替証拠金取引「くりっく３６５」

事業を、会社分割により当社の連結子会社であるスター為替株式会社に承継させております。 

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成１５年１０月３１日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第１０号 終改正平成１８年１

２月２２日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（事業分離） 

 １．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った理由、事業分離日および法的形式を含む事

業分離の概要 

(1)分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

名称：ドットコモディティ株式会社 

事業の名称：インターネット取引による商品先物取引受託業務 

(2)事業分離を行った理由 

 当社グループ子会社であるスターアセット証券株式会社は、業績の低迷が続いており、このよう

な状況を解消するため、商品先物取引の対面営業に経営資源の集約を図る必要があるとの判断から

建玉移管及び事業譲渡を行いました。 

(3)事業分離日 

平成21年２月27日および平成21年３月27日 

(4)法的形式を含む事業分離の概要 

  スターアセット証券株式会社を分離元企業とし、ドットコモディティ株式会社を分離先企業とす

る建玉移管及び事業譲渡を実施いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

(1)移転損益の額        40,952千円（利益） 

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

  流動資産          653,160千円 

  流動負債          653,160千円    

３．事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

 当社グループは「投資・金融サービス業」として単一セグメントにて事業展開しており、当該事業以

外に事業の種類がないため、該当する事項はありません。 

４．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

  営業収益          100,681千円 

  営業費用           98,244千円 

  営業利益           2,436千円 

（企業結合等関係）
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 当社グループは「投資・金融サービス業」として単一セグメントにて事業展開しており、当該事業以外に事

業の種類がないため、該当する事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 当社グループは「投資・金融サービス業」として単一セグメントにて事業展開しており、当該事業以外に事

業の種類がないため、該当する事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

本邦以外に連結子会社及び在外支店がないため、該当する事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

本邦以外に連結子会社及び在外支店がないため、該当する事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高がないため、該当する事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高がないため、該当する事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当する事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

重要な取引がないため、記載を省略しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額     1,072円 63銭

１株当たり当期純損失   55円 84銭

１株当たり純資産額         960円 10銭

１株当たり当期純損失     129円 50銭

 なお、１株当たり当期純損失が計上されており、また、

潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の記載はしておりません。 

 なお、１株当たり当期純損失が計上されており、また、

潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の記載はしておりません。 

１株当たり当期純損失の算定上の基礎 １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

① 連結損益計算書上の当期純損失        340,682千円

② 普通株式に係る当期純損失        340,682千円

③ 普通株主に帰属しない金額の 
主要な内訳 

該当なし

④ 普通株式の期中平均株式数 6,101,285 株

⑤ 普通株式と同等の株式の
期中平均株式数の種類別内訳 

該当なし

① 連結損益計算書上の当期純損失        787,302千円

② 普通株式に係る当期純損失        787,302千円

③ 普通株主に帰属しない金額の 
主要な内訳 

該当なし

④ 普通株式の期中平均株式数        6,079,615株

⑤ 普通株式と同等の株式の
期中平均株式数の種類別内訳 

該当なし

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社の連結子会社（スターアセット証券株式会社）にお

いて継続中の損害賠償請求訴訟のうち、１件（損害賠償請

求金額128,369千円）について、平成20年６月10日に、同

社が35,000千円支払うことで和解が成立いたしました。 

 なお、当該和解金額を営業費用として計上するととも

に、同額の商品取引責任準備金を取崩す予定でありますの

で、当社グループの損益に与える影響はありません。 

────── 
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  (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。 

５．営業収益の状況

区分 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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  2,503,958  65.4  1,178,875  36.2

（農産物市場）  (738,098)  (19.3)  (125,430)  (3.8)

（砂糖市場）  (16,318)  (0.4)  (2,122)  (0.1)

（貴金属市場）  (1,538,281)  (40.2)  (983,638)  (30.2)

（アルミニウム市場）  (726)  (0.0)  (297)  (0.0)

（ゴム市場）  (49,539)  (1.3)  (28,369)  (0.9)

（石油市場）  (160,994)  (4.2)  (39,018)  (1.2)

指数先物取引  9  0.0 ―  0.0

（天然ゴム指数市場）  (9)  (0.0) ―  (0.0)

 商品先物取引計  2,503,967  65.4  1,178,875  36.2

 商品ファンド  7  0.0  0  0.0

外国為替証拠金取引         

取引所為替証拠金取引  980,286  25.6  1,892,117  58.1

店頭為替証拠金取引  247,540  6.5  115,238  3.5

外国為替証拠金取引計  1,227,826  32.1  2,007,356  61.6

証券取引         

委託手数料  93,879  2.4  68,781  2.1

（株券）  (93,292)  (2.4)  (68,475)  (2.1)

（債券）  (30)  (0.0) ―  (0.0)

（受益証券）  (556)  (0.0)  (305)  (0.0)

募集・売出の取扱手数料  997  0.0  15  0.0

その他の受入手数料  1,776  0.1  1,644  0.1

 証券取引計  96,653  2.5  70,440  2.2

 合計  3,828,455  100.0  3,256,673  100.0
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  (2)売買損益 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  (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 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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 △143,973  96.0  160,772  101.9

（農産物市場） (△32,897)  (21.9)  (△33,387) (△21.2)

（砂糖市場） (△3,909)  (2.6)  (△1,622) (△1.0)

（貴金属市場） (△123,736)  (82.5)  (96,700)  (61.3)

（ゴム市場） (△2,614)  (1.8)  (△1,170) (△0.7)

（石油市場）  (19,184) (△12.8)  (100,252)  (63.5)

 商品先物取引計 △143,973  96.0  160,772  101.9

 証券取引 △5,580  3.7  △650 △0.4

外国為替証拠金取引 △487  0.3  △2,403 △1.5

 合計 △150,040  100.0  157,719  100.0

区分 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

金額(千円) 金額(千円) 

外国為替証拠金取引  28,777  24,333

 信用取引収益  17,287  9,584

 その他  537  113

 合計  46,602  34,031
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  (1) 外国為替証拠金取引 

（注）取引高は、東京金融取引所の為替証拠金取引「くりっく365」のほか、店頭為替証拠金取引「為替24」 

   および「外貨ダイレクト」の合計となっております。 

  (2) 商品先物取引 

  (3) 証券取引（受託取引による株券の売買高） 

  

６．各取引の売買高の状況

区分 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

取引高 取引高 

米ドル／円 （千米ドル）  20,460,740  41,627,140

ユーロ／円 （千ユーロ）  7,038,650  16,647,100

豪ドル／円 （千豪ドル）  12,995,030  24,733,450

英ポンド／円 （千英ポンド）  9,917,930  24,332,010

ＮＺドル／円 （千ＮＺドル）  10,238,040  9,945,880

カナダドル／円 （千カナダドル）  3,837,990  2,471,930

スイスフラン／円 （千スイスフラン）  1,263,720  1,154,920

南アフリカランド／円 （千ＺＡＲ）  246,830  4,774,710

その他   479,170  2,622,590

区分 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売買高(枚)
構成比
(％) 

売買高(枚) 
構成比
(％) 

現物先物取引         

農産物市場  680,304  46.9  278,448  36.5

砂糖市場  10,279  0.7  1,534  0.2

貴金属市場  379,442  26.2  239,872  31.5

アルミニウム市場  449  0.0  155  0.0

ゴム市場  81,634  5.6  57,162  7.5

石油市場  298,499  20.6  185,536  24.3

小計  1,450,607  100.0  762,707  100.0

指数先物取引         

天然ゴム指数市場  6  0.0  0  0.0

小計  6  0.0  0  0.0

合計  1,450,613  100.0  762,707  100.0

（委託売買高）  (1,210,249)  (83.4)  (594,294)  (77.9)

（自己売買高）  (240,364)  (16.6)  (168,413)  (22.1)

区分 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

取引高 取引高

株券  15,556  14,631

 （うち信用取引）  (9,251)  (7,325)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 704,186 513,400

未収還付法人税等 140,325 1,196

その他 234 4,279

流動資産合計 844,746 518,876

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,000 1,000

減価償却累計額 △498 △591

建物（純額） 501 408

器具及び備品 1,940 1,252

減価償却累計額 △565 △1,252

器具及び備品（純額） 1,374 0

有形固定資産合計 1,876 408

無形固定資産   

ソフトウエア 4,248 －

無形固定資産合計 4,248 －

投資その他の資産   

投資有価証券 45,650 6,729

関係会社株式 10,269,551 5,422,782

投資その他の資産合計 10,315,201 5,429,512

固定資産合計 10,321,326 5,429,921

繰延資産   

創立費 5,545 －

繰延資産合計 5,545 －

資産合計 11,171,618 5,948,797

負債の部   

流動負債   

未払金 1,326 966

未払費用 67 3,125

未払法人税等 2,557 1,332

その他 48 53

流動負債合計 3,999 5,477

固定負債   

繰延税金負債 210,727 210,727

固定負債合計 210,727 210,727

負債合計 214,727 216,204
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500,000 2,500,000

資本剰余金   

資本準備金 1,427,605 1,427,605

その他資本剰余金 3,724,194 3,724,194

資本剰余金合計 5,151,800 5,151,800

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 2,800,000 2,800,000

繰越利益剰余金 505,513 △4,623,479

利益剰余金合計 3,305,513 △1,823,479

自己株式 △423 △95,728

株主資本合計 10,956,890 5,732,592

純資産合計 10,956,890 5,732,592

負債純資産合計 11,171,618 5,948,797
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

関係会社受取配当金 ※1  700,175 －

経営管理料 ※1  49,018 ※1  31,563

営業収益合計 749,194 31,563

営業費用   

販売費及び一般管理費 ※2  72,079 ※2  74,955

営業費用合計 72,079 74,955

営業利益又は営業損失（△） 677,114 △43,391

営業外収益   

受取利息 1,449 971

法人税等還付加算金 － 294

未払配当金戻入 － 307

その他 1 －

営業外収益合計 1,450 1,573

営業外費用   

創立費償却 5,545 5,545

その他 － 170

営業外費用合計 5,545 5,715

経常利益又は経常損失（△） 673,019 △47,534

特別損失   

減損損失 － ※3  3,973

関係会社株式売却損 － 463

関係会社株式評価損 232,401 5,036,768

投資有価証券評価損 － 38,920

特別損失合計 232,401 5,080,126

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 440,618 △5,127,660

法人税、住民税及び事業税 1,292 1,332

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,292 1,332

当期純利益又は当期純損失（△） 439,326 △5,128,992
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,500,000 2,500,000

当期末残高 2,500,000 2,500,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,427,605 1,427,605

当期末残高 1,427,605 1,427,605

その他資本剰余金   

前期末残高 3,724,194 3,724,194

当期末残高 3,724,194 3,724,194

資本剰余金合計   

前期末残高 5,151,800 5,151,800

当期末残高 5,151,800 5,151,800

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,800,000 2,800,000

当期末残高 2,800,000 2,800,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 85,815 505,513

当期変動額   

剰余金の配当 △19,628 －

当期純利益又は当期純損失（△） 439,326 △5,128,992

当期変動額合計 419,697 △5,128,992

当期末残高 505,513 △4,623,479

利益剰余金合計   

前期末残高 2,885,815 3,305,513

当期変動額   

剰余金の配当 △19,628 －

当期純利益又は当期純損失（△） 439,326 △5,128,992

当期変動額合計 419,697 △5,128,992

当期末残高 3,305,513 △1,823,479

自己株式   

前期末残高 △413 △423

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △95,305

当期変動額合計 △10 △95,305

当期末残高 △423 △95,728
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 10,537,203 10,956,890

当期変動額   

剰余金の配当 △19,628 －

当期純利益又は当期純損失（△） 439,326 △5,128,992

自己株式の取得 △10 △95,305

当期変動額合計 419,687 △5,224,298

当期末残高 10,956,890 5,732,592

純資産合計   

前期末残高 10,537,203 10,956,890

当期変動額   

剰余金の配当 △19,628 －

当期純利益又は当期純損失（△） 439,326 △5,128,992

自己株式の取得 △10 △95,305

当期変動額合計 419,687 △5,224,298

当期末残高 10,956,890 5,732,592
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当する事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当する事項はありません。 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によっておりま

す。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

   その他有価証券 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法によってお

ります。  

 その他有価証券 

  時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償却の 

方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 創立費 

 ５年間で均等償却しております。 

創立費 

同左 

４ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

会計処理の変更

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

(有形固定資産の減価償却方法) 

 当事業年度より、法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人

税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 法

令第83号))に伴い、平成19年４月1日以降に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

――――――― 
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追加情報

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

（既存有形固定資産の残存価額について） 

 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

――――――― 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

１               ――――――― １ 偶発債務 

 連結子会社の外国為替証拠金取引に関して、取引先

金融機関に債務保証をおこなっております。 

 金融機関預託必要額        千円 38,519

（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

関係会社受取配当金 700,175 千円

経営管理料 49,018 千円

経営管理料 31,563 千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。なお、全額が一般管理費

に属するものであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。なお、全額が一般管理費

に属するものであります。 

役員報酬 4,560 千円

給与・手当 25,164 千円

事務委託費 6,768 千円

監査法人報酬 12,642 千円

図書印刷費 5,415 千円

租税公課 3,995 千円

役員報酬 6,540 千円

給与・手当 21,516 千円

事務委託費 8,193 千円

監査法人報酬 22,107 千円

図書印刷費 5,978 千円

※３        ―――――――    ※３ 減損損失 

    当事業年度において、以下の遊休資産について減損

損失を計上しております。 

 当事業年度において、上記遊休資産を備忘価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしまし

た。 

場所 用途 種類 減損損失 

本社(福岡市) 遊休資産 器具及び備品 687 千円

本社(福岡市) 遊休資産 ソフトウェア 3,286 千円

 合計 3,973 千円
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当する事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当する事項はありません。 

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当する事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当する事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の

買取りによる増加であります。 

  普通株式 合計 

前事業年度末株式数  960 株 960 株

当事業年度増加株式数  40 株 40 株

当事業年度減少株式数  0 株 0 株

当事業年度末株式数  1,000 株 1,000 株

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加563,132株は、取締役会

決議による自己株式の取得による増加121,700株、連結子会社

保有の当社株式の買取による増加441,432株であります。 

  普通株式 合計 

前事業年度末株式数  1,000 株 1,000 株

当事業年度増加株式数  563,132 株 563,132 株

当事業年度減少株式数  0 株 0 株

当事業年度末株式数  564,132 株 564,132 株

（リース取引関係）

（有価証券関係）

スターホールディングス㈱（8702）平成21年3月期決算短信

-45-



（税効果会計関係）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産）   

関係会社株式評価損 93,890 千円

未払事業税 511   

税務上の繰越欠損金額 43,138   

その他 2,467   

繰延税金資産小計 140,007   

評価性引当額 △140,007   

繰延税金資産合計 ―   

（繰延税金負債）     

子会社株式譲渡益繰延 210,727   

繰延税金負債合計 210,727   

繰延税金負債の純額 210,727   

（繰延税金資産）   

関係会社株式評価損 2,053,436 千円

投資有価証券評価損 15,723   

税務上の繰越欠損金額 60,202   

その他 6,901   

繰延税金資産小計 2,136,263   

評価性引当額 △2,136,263   

繰延税金資産合計 ―   

（繰延税金負債）     

子会社株式譲渡益繰延 210,727   

繰延税金負債合計 210,727   

繰延税金負債の純額 210,727   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.4％

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 16.2   

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目 
△64.2   

住民税均等割等   0.3   

評価性引当額   24.7   

その他  △17.1   

税効果会計適用後の法人税等の負担率   0.3   

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているた

め注記を省略しております。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額      円  銭1,674 67

１株当たり当期純利益   円  銭67 15

１株当たり純資産額      円 70銭958

１株当たり当期純損失   円  銭833 85

 なお、潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の記載はしておりません。 

 なお、１株当たり当期純損失が計上されており、また、

潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の記載はしておりません。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

① 損益計算書上の当期純利益       千円439,326

② 普通株式に係る当期純利益       千円439,326

③ 普通株主に帰属しない金額の 
主要な内訳 

該当なし

④ 普通株式の期中平均株式数       株6,542,717

⑤ 普通株式と同等の株式の
期中平均株式数の種類別内訳 該当なし

１株当たり当期純損失の算定上の基礎 

① 損益計算書上の当期純損失     千円5,128,992

② 普通株式に係る当期純損失     千円5,128,992

③ 普通株主に帰属しない金額の 
主要な内訳 

該当なし

④ 普通株式の期中平均株式数       株6,150,970

⑤ 普通株式と同等の株式の
期中平均株式数の種類別内訳 該当なし
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （自己株式の取得） 

 当社は、平成20年5月19日開催の取締役会において、子

会社の有する自己株式を取得することを決議し、下記のと

おり取得いたしました。 

１．子会社の名称 

スターアセット証券株式会社 

２．取得の内容  

  (1)取得した株式の種類 

当社普通株式 

  (2)取得した株式の総数 

      441,432株 

（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対す

る割合6.75％） 

  (3)取得価額の総額 

82百万円 

（平成20年4月30日から平成20年5月29日までの

大阪証券取引所における当社普通株式の各日

終値の平均に、取得する株式の総数441,432株

を乗じた金額。） 

   (4)取得日 

平成20年５月30日 

   (5)取得方法 

相対取引 

３．取得の理由 

  平成16年12月１日付の株式移転により完全子会

社となったスターアセット証券株式会社が有する

当社株式を取得するものであります。 

――――――― 
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