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

22年3月期第1四半期 1,152 △26.0 △477 ― △468 ― △347 ―

21年3月期第1四半期 1,557 ― △296 ― △279 ― △213 ―

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 △22.16 ―

21年3月期第1四半期 △13.37 ―

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 30,726 8,851 28.8 566.29
21年3月期 31,957 9,536 29.8 606.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,851百万円 21年3月期  9,536百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

3,000 △5.8 △276 ― △272 ― △186 ― △11.85

通期 7,200 38.4 678 ― 695 ― 362 ― 23.05



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） 

(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 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 16,227,207株 21年3月期  16,227,207株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  596,578株 21年3月期  499,178株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 15,687,353株 21年3月期第1四半期 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 

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日の発表時の業績予想を修正しておりません。業績予想は、本資料の発表日現在において
入手可能な情報に基づくため、実際の業績は、今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記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下さい。 



 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収益の大幅な落ち込みから、設備投資や雇用情勢に大きな改

善が見られず、引き続き厳しい状況で推移しました。しかし、その一方で在庫調整やアジア向け輸出等の一部に持

ち直しの動きも見られるなど、また、株式市場では米国大手自動車メーカーの再建問題が一段落したことで、目先

の悪材料が出尽くしたことや国内外の景気底打ち期待の高まりを背景に、日経平均株価は再び上昇基調となり、６

月にはおよそ８ヶ月ぶりの10,000円台に一時回復するなど、今後に明るい兆しも見せ始めています。 

  このような状況の中、東京工業品取引所において「国際標準の新取引システム」が導入されるなど、市場の信頼

性・利便性の向上を目的とした改革が推し進められましたが、当業者や海外からの投資家の参入など新規の市場参

加促進が進まず、対して個人委託者の市場からの撤退が相次ぎ、当第１四半期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856万枚（前年同期比32.9％減）、当第１四半期会計期間末の同取組高も44万枚（前

年同期比38.2％減）へと減少し、国内商品先物市場は、引き続き低調基調から脱するには至りませんでした。  

 この結果、当第１四半期における営業収益は1,152百万円(前年同期比26.0％減)、営業損失は477百万円（前年

同期は296百万円の営業損失）経常損失は468百万円（前年同期は279百万円の経常損失）、四半期純損失は347百

万円(前年同期は213百万円の四半期純損失）となりました。  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,230百万円減少し、30,726百万円となりまし

た。 

 これは主に委託者差金が2,850百万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545百万円減少し、21,875百万円となりました。 

 これは主に預り証拠金が1,084百万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685百万円減少し、8,851百万円となりました。 

 これは主に四半期純損失347百万円の計上、及び配当金の支払い314百万円等によります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期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1,171百万円減少

し、当第１四半期末には2,410百万円となりました。なお、当第１四半期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782百万円（前年同期116百万円の支出）となりました。これは主に税引前四半期

純損失及び法人税等の支払によるものです。 

（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44百万円（前年同期521百万円の支出）となりました。これは主に固定資産の取

得によるものです。 

（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344百万円（前年同期320百万円の支出）となりました。これは配当金の支払いに

よるものです。 

  

 当第１四半期累計期間における当社業績については、概ね当初想定した範囲内で推移しており、現時点において、

平成21年５月15日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想内容に変更はございません。 

  

  

  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。 

  

該当事項はありません。 

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

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,522,107 6,942,523

受取手形及び売掛金 59,366 115,141

委託者未収金 547,122 520,683

商品 519,197 434,669

保管有価証券 3,817,925 3,130,213

差入保証金 7,226,907 7,017,292

委託者差金 2,756,354 5,606,507

外国為替取引預け金 1,989,544 1,482,807

その他 2,419,907 2,056,914

貸倒引当金 △616,492 △616,761

流動資産合計 25,241,941 26,689,991

固定資産   

有形固定資産 523,417 531,902

無形固定資産 100,898 62,575

投資その他の資産   

投資有価証券 380,946 375,204

固定化営業債権 3,340,482 3,388,970

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 3,884,453 3,693,155

貸倒引当金 △3,945,145 △3,984,417

投資その他の資産合計 4,860,737 4,672,911

固定資産合計 5,485,053 5,267,389

資産合計 30,726,994 31,957,381

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,031 96,816

1年内返済予定の長期借入金 212,000 212,000

未払法人税等 7,273 15,758

賞与引当金 20,000 92,819

預り証拠金 16,663,660 17,747,976

預り証拠金代用有価証券 3,817,925 3,130,213

その他 531,093 509,269

流動負債合計 21,254,983 21,804,853

固定負債   

長期借入金 168,000 168,000

退職給付引当金 379,652 377,309

その他 44,199 47,516

固定負債合計 591,852 592,825



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 28,744 23,123

特別法上の準備金合計 28,744 23,123

負債合計 21,875,580 22,420,803

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 3,679,114 4,341,311

自己株式 △190,098 △163,726

株主資本合計 8,854,237 9,542,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,822 △6,228

評価・換算差額等合計 △2,822 △6,228

純資産合計 8,851,414 9,536,578

負債純資産合計 30,726,994 31,957,381



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,409,046 1,095,286

売買損益 6,747 32,270

その他 142,165 24,947

営業収益合計 1,557,958 1,152,504

営業費用 1,854,148 1,629,507

営業損失（△） △296,190 △477,002

営業外収益   

受取利息 11,529 3,309

受取配当金 2,128 1,465

為替差益 285 5,263

雑収入 8,067 3,040

営業外収益合計 22,010 13,078

営業外費用   

支払利息 5,096 3,740

その他 35 1,041

営業外費用合計 5,131 4,781

経常損失（△） △279,311 △468,705

特別利益   

商品取引責任準備金戻入額 39,000 34,000

貸倒引当金戻入額 － 39,688

賞与引当金戻入額 － 35,533

株式受贈益 27,063 －

償却債権取立益 3,628 12,642

特別利益合計 69,692 121,864

特別損失   

固定資産除売却損 268 －

商品取引責任準備金繰入額 52,433 39,620

貸倒引当金繰入額 84,448 －

特別損失合計 137,150 39,620

税引前四半期純損失（△） △346,769 △386,461

法人税、住民税及び事業税 6,468 5,997

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

－ 116,152

法人税等調整額 △139,329 △160,974

法人税等合計 △132,861 △38,824

四半期純損失（△） △213,908 △347,636



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △346,769 △386,461

減価償却費 11,558 16,337

貸倒引当金の増減額（△は減少） 178,205 △39,541

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,240 △72,819

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） △457 2,342

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 13,433 5,620

受取利息及び受取配当金 △13,657 △4,775

支払利息 5,096 3,740

固定資産除売却損益（△は益） 268 －

株式受贈益 △27,063 －

委託者未収金の増減額（△は増加） 10,845 22,048

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） △5,673,312 △750,814

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,675 △84,527

委託者未払金の増減額（△は減少） △1,057 25

委託者差金の増減額（△は増加） 12,430,909 2,850,152

差入保証金の増減額（△は増加） △4,464,688 △209,615

預り証拠金の増減額（△は減少） 1,860,965 △1,084,315

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） 804,646 687,711

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） △2,735,854 △506,737

その他 △1,805,689 △1,102,449

小計 55,461 △654,076

利息及び配当金の受取額 15,517 3,062

利息の支払額 △27 △466

法人税等の支払額 △187,226 △130,635

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,274 △782,115

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 △2,021 △822

有形固定資産の売却による収入 50 －

無形固定資産の取得による支出 － △44,619

貸付による支出 △520,000 －

貸付の回収による収入 480 480

投資活動によるキャッシュ・フロー △521,491 △44,961

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △3,220

自己株式の取得による支出 － △26,372

配当金の支払額 △320,086 △314,560

財務活動によるキャッシュ・フロー △320,086 △344,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △957,853 △1,171,230

現金及び現金同等物の期首残高 6,146,689 3,581,593

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,188,835 2,410,363



 該当事項はありません。 

  

 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
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