
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アストマックス株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 8734 URL http://www.astmax.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 牛嶋 英揚

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役専務管理部門長 （氏名） 本多 弘明 TEL 03-5447-8400
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 696 △14.4 4 △77.9 5 △73.5 21 ―

21年3月期第1四半期 814 ― 18 ― 21 ― △3 ―

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

22年3月期第1四半期 181.05 180.95
21年3月期第1四半期 △30.03 ―

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

22年3月期第1四半期 5,740 4,281 74.4 35,406.15
21年3月期 6,293 4,341 68.8 35,622.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,269百万円 21年3月期  4,331百万円

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  

22年3月期の配当予想に関しましては、未定とさせていただいております。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 506.00 506.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社の主たる事業である投資顧問事業、ディーリング事業及びプロップハウス事業は、業績が経済情勢や相場環境によって大きな影響を受けるため、業
績予想が困難であります。そこで、従来の業績予想の開示に代えて営業収益、経常利益、運用資産残高等の月次実績を別途開示することとしておりま
す。詳細は当社Webサイトを御参照ください。  

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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）  有  
除外 １社 (社名 アストマックスFX株式会社) 
(注) 詳細は、５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  有  
(注) 詳細は、５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、５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 

 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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
５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。  
 配当予想に関しましては、当社は連結の配当性向30％を目処に配当を行うことを基本方針としておりますが、平成22年３月期につきましては、業績予想
を開示いたしておりませんので、配当予想を未定とさせていただいております。 
 なお、当社業績が確定次第、当社の利益配分に関する基本方針に従い、配当予想を開示させていただきます。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 127,996株 21年3月期  127,996株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,420株 21年3月期  6,409株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 121,323株 21年3月期第1四半期 127,996株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）においては、世界各国による金融

安定化策が奏功して金融市場が落ち着きを取り戻しました。 巨額の景気対策が施された中国を中心とす

る新興国が牽引役となり経済活動の復活が観測されると、世界経済の 悪期は脱した、との見方が急速に

広がり、本邦株式市場も堅調な回復基調を辿りました。しかし、雇用情勢及び不動産市況のように回復の

兆しが見られないものもあり、今後も予断を許さない状況が続いています。 

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は、株価の回復と歩調を合わせる形で上

昇しました。エネルギー市場では、米国WTI原油先物相場が３月末の１バレル当たり40ドル台後半から６

月下旬には70ドル台を付けるまで上昇しました。昨年末以降の商品全面安の局面でも安全資産として投資

人気が集まった金は、金融市場の安定を受けて一時１オンス当り800ドル台後半まで売られたものの、そ

の後は再び100ドル以上買い上げられました。 

国内の商品先物市場では、東京工業品取引所において平成21年５月７日より新システムが稼動し、取引

時間も延長されることとなりました。しかし、当初、取引システムに障害が発生して立会が停止するトラ

ブルもあり、期待されていた海外勢などの新規参入が観測されない一方で、既存の市場参加者の減少には

歯止めが掛かっていません。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

事業については、商品先物市場の値動きの大きさが好影響を与えているものの、取引所出来高の低迷はマ

イナスに働いています。一方、投資顧問事業においては、第１四半期中は運用資産の伸びは僅かに留まり

ましたが、大手証券会社が販売する公募投資信託の運用の指図権限の一部を新規受託することができ、第

２四半期以降、運用資産の増加を見込んでおります。 
  
また、当第１四半期連結会計期間より、以下の理由により、営業投資事業を廃止いたしました。 

従来営業投資事業は、投資顧問部門の営業活動を補完しつつ収益を追求する事業であるとの認識より、

その収益については営業収益としておりましたが、シードマネー投資につきましては、投資金額や投資期

間等に関する一定の制約を設け、管轄を本社管理部門に移管して営業投資ではない一般投資として行うこ

ととしたため、当第１四半期連結会計期間より営業外損益にて表示することといたしました。 

なお、シードマネー投資とは、当社が運用するファンドで顧客運用資産が少ない場合に一定の資産規模

を維持するため、あるいは更なる顧客資産を呼び込むための投資等を言い、投資収益の追求を第一義の目

的とする営業投資とは異なり、投資顧問事業育成のための一般投資として位置づけております。 

また、シードマネー投資以外の営業投資事業（連結子会社ASTMAX INVESTMENT LTD. による新規運用プ

ログラムの開発・検証、既存運用プログラムのトラックレコード蓄積・維持等の目的で行われてきた自己

投資活動を含む）については、本年４月１日以降行わないことといたしました。 

当該変更に伴う、当第１四半期連結会計期間の営業収益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純

利益に与える影響はございません。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

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１四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 (以下AMCI）」連動型運用プログラムの運用資産は、商品価格の反発によ

る運用資産の増加に投資家からの追加投資が重なり、9.9億円増加しました。 

・「アストジェネシス」の運用資産は、0.1億円増加しました。 

・「アスト・コモディティ・グローバル・マクロ」の運用資産は、0.2億円減少しました。 

・「コモディティ・バスケット型」の運用資産は、0.3億円増加しました。 

・商品運用に付随する債券運用戦略等は、AMCI（商品指数）連動型の資産増加等の影響を受けて、10.0

億円増加しました。 

・ポートフォリオマネジメント業務の運用資産は、16.3億円減少しました。 

【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

[投資顧問事業]
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当事業全体の運用資産残高は、平成21年３月末の166億円から当第１四半期末には170億円に増加しま

した。 

以上の結果、投資顧問事業の当第１四半期連結会計期間の営業収益は29百万円（前年同期比22.9%

減）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１四半期の市場環境に関しましては、金融市場が落ち着きを取り戻したことを好感し、商品市場

も回復基調となりました。金は再び１オンス1000ドルをうかがう動きを見せ、原油も一時１バレル70ド

ルを超える動きとなりました。 

５月７日より東京工業品取引所が新発注システム及び新取引時間帯に移行しました。取引時間が17：

30より23：00まで延長されたこと、発注の種類が増加したことが主な変更点です。取引時間の延長によ

り流動性が分散している部分もありますが、流動性の高い時間帯を選択する機会が増大したことは当事

業にとって好条件と考えております。 

このような環境下、フレックスタイム制度の導入により、各ディーラーは流動性の高い時間帯での集

中したディーリングが可能となり、デイトレードまた裁定取引に関しましても機動的なポジショニング

が可能となりました。 

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前期に引き続き当第１四半期も第一

位となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は406百万円（前年同期比13.0%減）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、海外商品先物市場、外国通貨先物、株価指数先物、

その他金融商品先物も活用しており、海外市場への取り組み比率は徐々に上昇しております。 

当第１四半期の市場環境に関しましては、世界の景況感がやや回復する中、商品価格はインフレ懸念

から株価回復以上のペースで上昇しました。当第１四半期後半は国内商品市場の流動性もやや回復し、

かつ価格変動幅もやや大きくなったことから、ディーリング環境は幾分好転したといえます。一方、５

月７日より稼動し始めた東京工業品取引所の新発注システムは当初不安定な状況が見受けられました

が、程なく安定稼動し始めました。以前に比べ多彩な発注機能が利用可能になったことや取引時間が延

びたこと等により、取引環境は好転しました。 

当事業においては、ディーラーの補充に注力し、５名のネット増員を実現する一方、一部のディーラ

ーに対して、在宅トレード環境を構築、供与する等、環境変化への対応策を推進する一方で、海外市場

での取引コスト軽減のためにCME（シカゴ・マーカンタイル取引所）のIIP（米国外のプロップハウス企

業に対するインセンティブ制度）適用認可を受けたことや、流動性が極端に低下した東京工業品取引所

におけるアルミの市場参加者資格を返上する等、効率化を図りました。 

しかしながら、新システム対応のための電算機費が増加したことや、陣容の増強に伴う人件費が増え

たことなどにより、営業費用は増加し、損益分岐収益レベルはやや上昇しております。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は261百万円（前年同期比13.5%減）となりまし

た。 
  

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したが、平成

21年３月28日に業務を停止いたしました。 

当第１四半期においては、４月７日に、同社の株主であり当社の連結子会社であるアストマックス・

プロップ・トレーダーズ株式会社とSaxo Bank A/S（在デンマーク）との間で同社全株式の譲渡につき

合意し、６月25日に株式譲渡が行われました。 

[ディーリング事業]

[プロップハウス事業]

[外国為替証拠金取引事業]
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以上のとおり、同社は当第１四半期連結会計期間に営業活動を行っていないため、営業収益は計上し

ておりません（前年同期は23百万円の営業収益）。 
  
上記の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は前年同期比117百万円（14.4%）減少し、696百

万円となりました。一方、営業費用は102百万円（12.9%）減少の692百万円となり、経常利益は15百万

円（73.5%）減少の５百万円となり、連結四半期純利益は21百万円（前年同期は３百万円の四半期純損

失）となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.6％減少し、4,406百万円となりました。これは、現金及

び預金が869百万円減少し、海外ブローカーなどへの差入保証金が384百万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2.2％減少し、1,334百万円となりました。これは、東京工業

品取引所におけるアルミ会員脱退による長期差入保証金（清算預託金）の返還19百万円等によります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて8.8％減少し、5,740百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて27.0％減少し、1,081百万円となりました。これは、未払金

が286百万円、未払法人税が173百万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19.5％減少し、377百万円となりました。これは、長期借入

金が返済により76百万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25.2％減少し、1,459百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、4,281百万円となりました。これは、利益剰

余金が、剰余金の配当により61百万円減少し、四半期純利益により21百万円増加したこと等によるもの

です。 
  

当社の主たる事業である投資顧問事業、ディーリング事業及びプロップハウス事業は、業績が経済情勢

や相場環境によって大きな影響を受けるため、業績予想が困難であります。そこで、従来の業績予想の開

示に代えて営業収益、経常利益、運用資産残高等の月次実績を別途開示することとしております。詳細は

当社Webサイトを御参照ください。 
  

連結除外：アストマックスFX株式会社 

前期末において当社の連結子会社であったアストマックスFX株式会社の全株式は、平成21年６月25

日付でSaxo Bank A/S（在デンマーク）に譲渡されております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、並びに一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

当第１四半期連結会計期間より、営業投資事業を廃止いたしました。変更内容につきましては、

「1.連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおりであります。 

上記に伴い、従来営業収益の内訳として表示しておりました営業投資収益については、営業外損益

として表示することといたしました。 

当該変更に伴う、当第１四半期連結会計期間の営業収益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半

期純利益に与える影響はございません。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（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

（繰延税金資産の回収可能性の判断）

(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

（営業投資事業の廃止に伴う計上区分の変更）
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,087,042 2,956,322

営業未収入金 80,536 42,767

差入保証金 2,069,320 1,684,471

未収還付法人税等 － 47

金銭の信託 － 40,000

繰延税金資産 71,014 80,912

その他 98,360 124,533

流動資産合計 4,406,275 4,929,055

固定資産   

有形固定資産   

建物 70,338 70,338

減価償却累計額 △23,157 △21,244

建物（純額） 47,181 49,093

器具及び備品 103,365 105,717

減価償却累計額 △64,814 △64,640

器具及び備品（純額） 38,551 41,077

有形固定資産合計 85,732 90,170

無形固定資産 10,259 12,515

投資その他の資産   

投資有価証券 546,353 544,183

出資金 41,102 41,546

長期差入保証金 592,988 613,610

長期未収入金 30,953 31,463

保険積立金 47,059 47,168

その他 － 3,494

貸倒引当金 △19,757 △19,967

投資その他の資産合計 1,238,699 1,261,499

固定資産合計 1,334,691 1,364,185

資産合計 5,740,966 6,293,241
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,297 2,595

売却借入商品 189,085 188,435

短期借入金 328,000 440,000

1年内返済予定の長期借入金 152,553 152,553

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 56,562 343,162

未払費用 40,197 25,155

未払法人税等 4,778 177,830

賞与引当金 － 42,135

インセンティブ給引当金 176,259 77,674

その他 112,169 13,388

流動負債合計 1,081,904 1,482,930

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 335,617 411,893

繰延税金負債 － 1,211

退職給付引当金 31,686 38,940

損害賠償引当金 － 6,700

固定負債合計 377,303 468,746

負債合計 1,459,207 1,951,676

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 1,467,816 1,507,373

自己株式 △175,248 △150,577

株主資本合計 4,257,719 4,321,947

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,413 9,243

評価・換算差額等合計 11,413 9,243

新株予約権 12,625 10,375

純資産合計 4,281,758 4,341,565

負債純資産合計 5,740,966 6,293,241
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益   

投資顧問事業収益 37,634 29,015

ディーリング事業収益 466,567 406,051

プロップハウス事業収益 302,186 261,538

外国為替証拠金取引収益 23,157 －

営業投資収益 △15,387 －

営業収益合計 814,158 696,605

営業費用 795,261 692,428

営業利益 18,896 4,176

営業外収益   

受取利息 3,940 4

業務受託料 － 2,376

受取手数料 － 2,772

為替差益 3,907 2,820

その他 2,705 1,178

営業外収益合計 10,554 9,151

営業外費用   

支払利息 7,979 6,454

その他 60 1,192

営業外費用合計 8,040 7,646

経常利益 21,410 5,682

特別利益   

貸倒引当金戻入額 105 210

関係会社株式売却益 － 30,352

特別利益合計 105 30,562

特別損失   

固定資産除却損 － 2,565

特別退職金 3,297 －

情報提供契約解約損失 1,911 2,071

システム移設費用 3,325 －

特別損失合計 8,534 4,636

税金等調整前四半期純利益 12,980 31,607

法人税、住民税及び事業税 9,236 955

法人税等調整額 7,587 8,686

法人税等合計 16,824 9,641

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,843 21,965
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
(千円) 

 
※１ 平成21年６月に剰余金の配当を行いました。 

２ 平成21年６月に市場から24,670千円を取得いたしました。 
  

  

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

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 1,507,373 △150,577 4,321,947

当第１四半期連結累計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 ※１ ─ ─ △61,523 ─ △61,523

 四半期純利益 ─ ─ 21,965 ─ 21,965

 自己株式の取得 ※２ ─ ─ ─ △24,670 △24,670

当第１四半期連結累計期間末までの
変動額合計

─ ─ △39,557 △24,670 △64,227

当第１四半期連結累計期間末残高 1,720,000 1,245,150 1,467,816 △175,248 4,257,719

6. その他の情報
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