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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 913 △21.4 △415 ― △414 ― △469 ―

21年3月期第1四半期 1,162 ― △522 ― △486 ― △629 ―

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 △27.59 ―

21年3月期第1四半期 △36.66 ―

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 36,899 13,030 35.3 765.69
21年3月期 38,802 13,741 35.4 806.65

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,026百万円 21年3月期  13,736百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社グループは金融市場、商品市場などで多角的に投資サービス事業を展開しており、それぞれの市場では、政治・経済情勢、相場環境等に起因する不
確実な要因が多種多様に存在しております。このため、当社グループは業績予想の公表を非開示としております。詳細につきましては、３－５ページの
「【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」をご参照ください。 
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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) 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  

(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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

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 20,464,052株 21年3月期  20,464,052株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,451,204株 21年3月期  3,434,904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 17,020,698株 21年3月期第1四半期 17,166,173株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、鉱工業生産の堅調さや緊急経済対策を受けた消費刺
激策によって一部の景気指標で改善が見られました。しかし、外需の低迷が続くなど全体としての力強さ
はなく、本格的な景気回復軌道に乗るにはまだ時間がかかるとの見方が多くなっています。 
  当第１四半期連結会計期間の外国為替市場では、円が米ドルに対して強含み、１ドル95円から同100円
の範囲での推移を続けながら緩やかに水準を切り上げていきました。ユーロに対してはもみ合いから弱含
みで推移しました。 
  当第１四半期連結会計期間の株式市場では、金融不安の後退により米国株価が回復したことを受けて、
日経平均株価も堅調に推移し、昨年10月以来の高値となる１万円台をつけました。 
当第１四半期連結会計期間の商品先物市場では、金や穀物が前半高・後半安となった一方で、原油は上

昇基調を持続する流れとなりました。金は１トロイオンス900ドル割れ（ニューヨーク市場期近）まで下
落した後、４月中旬以降は需要や投資マインドの好転に支えられて反転、本年２月の高値１トロイオンス
1,000ドルへ接近する動きを見せました。ところが、同1,000ドル水準まで上昇すると需要の減退が明確と
なり、また二次回収金の売却が増加したことで需給バランスが緩み、６月下旬にかけては１トロイオンス
900ドル台前半にまで急落しました。原油は世界経済の早期回復期待を受けて上値追いの動きとなり、４
月中旬の安値である１バレル40ドル台半ばから、６月にかけては昨年10月以来の高値となる同70ドル台ま
で上昇しました（ニューヨーク市場ＷＴＩ期近）。トウモロコシは米主要生産州での作付け遅れを懸念し
た買いに支えられ１ブッシェル４ドル台半ばまで上昇しましたが、その後の好天が生育にとってプラスと
判断されたことで反落する動きをたどりました。 
このような環境のもと、当第１四半期連結会計期間の全国商品取引所出来高（オプション取引を含む）

は前第１四半期連結会計期間比32.9％減の8,569千枚となりました。商品別のシェアを見るとトップが貴
金属の53.5％となり、以下農産物18.9％、石油17.8％などと続いています。 
 また、本年５月からは（株）東京工業品取引所の取引システムが変更され、新たに夜間取引がスタート
しました。 
当第１四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１四半期連結会計期間の商品先物取引事業は、法改正等による営業活動に対する行為規制強化や世
界的な金融不安の影響等により取引高は伸び悩む結果となりました。また、農林水産省及び経済産業省よ
り５月７日から同19日までの９営業日、商品取引受託業務の停止という行政処分を受けたことも影響し、
結果として、当第１四半期連結会計期間の商品先物取引事業にかかる委託売買高は前第１四半期連結会計
期間比24.1％減の289千枚、受取手数料は前第１四半期連結会計期間比24.4％減の７億38百万円に留まり
ました。売買損益につきましては、６百万円の売買損失（前第１四半期連結会計期間は70百万円の売買損
失）となりました。 
②金融商品取引関連事業 

 ア）外国為替取引事業 
  当第１四半期連結会計期間の外国為替市場は、米国、中国、ＥＵなど国際情勢に不透明感が漂う中、金
融不安の影響も残り、予測しづらい相場展開が続く状況となり、投資家の投資姿勢にも迷いが見られ、結
果として、当第１四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、前第１四半期連結会計期間
比47.2％減の１億06百万円となりました。 
 イ）証券事業 
  当第１四半期連結会計期間の国内株式市場は、世界的な金融不安の影響等が色濃く残る状況もありまし
たが、期間後半からやや市況の回復傾向も見られ、その結果、当第１四半期連結会計期間の子会社アルバ
ース証券株式会社の証券事業における受入手数料は前第１四半期連結会計期間比28.8％増の64百万円とな
りました。 
③その他の事業 

  当第１四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、子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社の投資運用業務による運
用報酬等があり、合わせて８百万円の収益（前第１四半期連結会計期間は３百万円の収益）を計上いたし
ました。 
  また、当第１四半期連結会計期間における当社グループの営業費用は、支店統合など効率的な業務の推
進を図り、グループ全体で経費の削減に努めた結果、前第１四半期連結会計期間比22.4％減の13億06百万
円となりました。 
 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は、前第１四半期連結会計期間比21.4％減の９億13
百万円、営業損失が４億15百万円（前第１四半期連結会計期間は営業損失が５億22百万円）、経常損失が
４億14百万円（前第１四半期連結会計期間は経常損失が４億86百万円）、四半期純損失が４億69百万円
（前第１四半期連結会計期間は四半期純損失が６億29百万円）となりました。 

  

・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
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（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１四半期連結会計期間末の流動資産は、預り証拠金の減少等に伴う現金及び預金の減少、差入保証
金の減少等により、前連結会計年度末に比べて9.0％減少し、251億19百万円となりました。固定資産は、
前連結会計年度末に比べて5.1％増加し、117億79百万円となりました。これは、投資有価証券が増加した
ことなどによるものであります。結果として、総資産は前連結会計年度末に比べて4.9％減少し、368億99
百万円となりました。 
②負債 

 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、216億06百万円と
なりました。これは、預り証拠金の減少等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ
て8.9％減少し、21億36百万円となりました。これは、長期借入金の減少等によるものであります。ま
た、特別法上の準備金として、1億27百万円を計上しております。この結果、負債合計は、前連結会計年
度末に比べて4.8％減少し、238億69百万円となりました。 
③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて5.2％減少し、130億30百万
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。また、１株当たり純資産は765円
69銭（前連結会計年度末は806円65銭）、自己資本比率は35.3％（前連結会計年度末は35.4％）となりま
した。 
④キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会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１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税
金等調整前当期純損失が４億24百万円となったことや預り証拠金の減少等はあったものの、金銭の信託の
解約による収入等があり、前連結会計年度末に比べて２億94百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末
は23億80百万円となりました。 
ア）営業活動によるキャッシュ・フロー 

  当第１四半期連結会計期間において営業活動による資金は23億32百万円の減少（前第１四半期連結会計
期間は５億15百万円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が４億24百万円となっ
たことや預り証拠金の減少等によるものであります。 
イ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

  当第１四半期連結会計期間において投資活動による資金は15億54百万円の増加（前第１四半期連結会計
期間は２億84百万円の増加）となりました。これは主に、金銭の信託の解約による収入等によるものであ
ります。 
ウ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

  当第１四半期連結会計期間において財務活動による資金は10億73百万円の増加（前第１四半期連結会計
期間は73百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入金の増加等によるものであります。 

  

連結業績予想についてですが、当社グループは、商品先物市場、外国為替市場、株式市場等において投
資サービス事業を展開しております。これらの市場には、世界の政治・経済情勢、相場動向等の不確実な
要因が多種多様に存在しており、特に近年においては、それらの要因が複雑に絡み合い、各市場における
相場乱高下を引き起こす現状となっております。さらに投資環境及び投資家の投資マインドの変化は従来
とは異なり予測を超えるスピードで変化しており、お客様からの手数料収入が収益の大半を占める当社及
び当社グループの業績への影響は予想が困難な状況にあります。 
 世界の政治・経済等の今後につきましては非常に不透明な状況にあり、今回の世界的な金融不安のよう
に予測不可能な事態が発生することも考えられます。このような環境を踏まえて検討した結果、業績予想
の策定が著しく困難であるばかりでなく、投資家の皆様の重要な投資判断材料である業績予想を開示する
ことが投資判断をミスリードするリスクもあると判断し、平成22年３月期より連結・個別の業績予想公表
を非開示とさせていただくことにいたしました。 
なお、業績予想を非開示とする代わりに月次ベースの営業資産を適時開示させていただいております。

具体的には、毎月末の顧客口座数、商品先物取引・外国為替証拠金取引の預り証拠金額、商品先物取引の
残玉数を翌月15日前後に開示させていただきます。また、業績の差異につきましては、前連結会計年度の
実績数値を基準に、営業収益が前連結会計年度に比べて110％以上または90％以下の場合、経常利益また
は当期純利益が前連結会計年度に比べて130％以上または70％以下の場合には業績の差異の開示を行ない
ます。この差異の開示につきましては、第２四半期決算及び通期決算時を対象といたします。 
業績予想を非開示とさせていただくことになりましたが、当社グループは環境の変化に即応した営業体

制を整備し、今後も業績向上に努めてまいります。商品先物取引関連事業においては、人材育成の強化や
情報サービス体制の拡充など営業サービスの充実を図り、預り証拠金や顧客数の増大など営業資産の拡大
を進めるとともに、オンライン・トレードのサービス拡充など、お客様の多様な資産運用ニーズにお応え
してまいります。また、金融商品取引関連事業においては、外国為替証拠金取引では、オンライン・サー
ビスの拡充、ＰＲ活動の強化などを進め、連結子会社アルバース証券株式会社における証券事業では、個

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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人投資家への営業活動を強化するとともに、投資銀行業務への取り組みなども積極的に進めてまいりま
す。なお、連結子会社興栄商事株式会社は、当社の営業活動推進に伴う印刷発注・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。 
また、連結子会社エース アセット パートナーズ株式会社につきましては、平成21年３月に商号を株式

会社マックスマネー・インベストメントと変更し、証券のディーリング業務による売買収益計上をめざ
し、連結子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社につきましては、既に投資運用業の登録
を受け、契約資産の増大、運用報酬の拡大に向けて、積極的に事業運営を進めております。 

  
  

当第１四半期連結会計期間における重要な子会社の異動はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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 9,825,643 10,508,846 

委託者未収金 365,712 346,774 

有価証券 1,542,697 1,843,671 

商品及び製品 345,486 330,778 

保管有価証券 2,229,052 1,628,483 

委託者先物取引差金 2,174,202 3,494,939 

差入保証金 5,088,743 5,395,378 

信用取引資産 809,634 715,588 

信用取引貸付金 773,519 584,199 

信用取引借証券担保金 36,115 131,388 

その他 2,796,210 3,385,705 

貸倒引当金 △57,439 △60,670 

流動資産合計 25,119,942 27,589,495 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,433,232 3,467,481 

土地 3,943,147 3,943,147 

その他 157,481 164,270 

有形固定資産合計 7,533,861 7,574,899 

無形固定資産 252,516 238,502 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,514,419 1,938,929 

その他 2,186,305 2,229,720 

貸倒引当金 △707,748 △769,285 

投資その他の資産合計 3,992,976 3,399,364 

固定資産合計 11,779,353 11,212,766 

資産合計 36,899,296 38,802,262 
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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   

短期借入金 4,152,357 2,422,557 

1年内返済予定の長期借入金 1,851,870 1,926,540 

未払法人税等 5,525 12,910 

引当金 29,250 53,200 

預り証拠金 8,047,975 9,534,985 

外国為替取引預り証拠金 3,298,311 5,400,389 

預り証拠金代用有価証券 2,133,247 1,628,483 

信用取引負債 809,976 707,067 

信用取引借入金 773,892 576,536 

信用取引貸証券受入金 36,084 130,530 

その他 1,277,579 930,106 

流動負債合計 21,606,092 22,616,240 

固定負債   

長期借入金 1,162,000 1,228,000 

退職給付引当金 575,500 583,876 

役員退職慰労引当金 363,154 494,945 

その他 35,389 37,913 

固定負債合計 2,136,043 2,344,735 

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 99,966 72,601 

金融商品取引責任準備金 27,161 27,161 

特別法上の準備金合計 127,128 99,763 

負債合計 23,869,265 25,060,739 

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 9,322,251 10,302,664 

自己株式 △2,286,737 △2,282,386 

株主資本合計 12,996,366 13,981,130 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,243 △244,462 

少数株主持分 3,421 4,855 

純資産合計 13,030,031 13,741,523 

負債純資産合計 36,899,296 38,802,262 
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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   

受取手数料 1,125,209 875,413 

売買損益 △70,396 △4,510 

その他 107,270 42,770 

営業収益合計 1,162,083 913,673 

営業費用 1,684,492 1,329,143 

営業損失（△） △522,408 △415,470 

営業外収益   

受取利息 11,245 12,165 

受取配当金 25,460 17,923 

有価証券売却益 47,027 234 

その他 11,030 20,393 

営業外収益合計 94,763 50,716 

営業外費用   

支払利息 47,789 46,926 

その他 10,974 2,619 

営業外費用合計 58,764 49,545 

経常損失（△） △486,408 △414,299 

特別利益   

投資有価証券売却益 1,242 － 

貸倒引当金戻入額 3,582 － 

賞与引当金戻入額 － 22,220 

その他 277 28 

特別利益合計 5,102 22,248 

特別損失   

投資有価証券売却損 64,461 － 

商品取引責任準備金繰入額 41,896 27,364 

その他 15,077 4,825 

特別損失合計 121,435 32,190 

税金等調整前四半期純損失（△） △602,742 △424,241 

法人税、住民税及び事業税 11,191 2,837 

法人税等調整額 15,367 43,893 

法人税等合計 26,559 46,730 

少数株主損失（△） － △1,433 

四半期純損失（△） △629,301 △469,538 
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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）

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（△） △602,742 △424,241 

減価償却費 58,754 62,518 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,714 △64,768 

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,300 △23,950 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,247 △8,375 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,814 △131,791 

特別法上の準備金の増減額（△は減少） 41,896 27,364 

受取利息及び受取配当金 △36,706 △30,088 

支払利息 47,789 46,926 

有形固定資産売却損益（△は益） 194 584 

有価証券売却損益（△は益） 16,191 △234 

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,428 △14,707 

委託者未収金の増減額（△は増加） 71,359 △14,827 

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

4,869,160 1,320,737 

差入保証金の増減額（△は増加） △4,290,589 306,412 

信用取引資産の増減額（△は増加） △227,052 △94,045 

預り証拠金の増減額（△は減少） 612,383 △3,589,087 

信用取引負債の増減額（△は減少） 247,622 102,908 

その他 △1,140,370 230,558 

小計 △326,888 △2,298,106 

利息及び配当金の受取額 36,706 30,088 

利息の支払額 △48,172 △46,518 

法人税等の支払額 △176,967 △17,852 

営業活動によるキャッシュ・フロー △515,322 △2,332,389 

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 △684,000 △684,000 

定期預金の払戻による収入 684,000 684,000 

有価証券の取得（△）又は売却 776,249 300,000 

金銭の信託の取得による支出 － △209,115 

金銭の信託の解約による収入 － 1,800,000 

有形固定資産の取得による支出 △22,838 △7,639 

有形固定資産の売却による収入 728 1,139 

投資有価証券の取得による支出 △500,804 △300,580 

投資有価証券の売却による収入 8,789 1,004 

その他 22,759 △30,366 

投資活動によるキャッシュ・フロー 284,883 1,554,443 

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） 683,829 1,729,799 

長期借入金の返済による支出 △140,670 △140,670 

自己株式の取得による支出 △15,095 △4,351 

配当金の支払額 △601,294 △510,874 

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,230 1,073,903 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,690 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △303,669 294,267 

現金及び現金同等物の期首残高 4,446,949 2,086,628 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,143,279 2,380,895 
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30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１四半期連結会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30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１四半期連結会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30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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