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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,292 △28.0 △847 ― △843 ― △556 ―

21年3月期第2四半期 3,183 ― △479 ― △435 ― △294 ―

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2四半期 △35.57 ―

21年3月期第2四半期 △18.40 ―

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2四半期 30,283 8,627 28.5 553.45
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2四半期  8,627百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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  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

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  無  
（注）詳細は、４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2四半期 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2四半期  638,878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2四半期 15,645,026株 21年3月期第2四半期 15,999,517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日発表の当社業績予想に修正はありません。また、第２四半期累計期間における当社業績に
関しましては、平成21年10月30日付にて開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますので、詳細についてはそちらをご参照くださ
い。 
当社業績予想は、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、４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２四半期累計期間の業績は、昨年秋の金融危機に端を発した世界的景気後退の影響により、輸出や設備投資が

落ち込み、さらに雇用情勢の悪化から個人消費が低迷するなど厳しい状況が続きました。また、８月にはわが国では

初の国政選挙による政権交代も起こり、大規模な政策転換に伴う混乱が当面継続するものと予想され、不透明感は払

拭しきれない状況下にあります。 

 商品先物市場におきましては、取引所の市場活性化策が思うように進まず、商品取引所取引高の低迷に未だ歯止め

がかからず、当第２四半期累計期間全国商品取引所売買高は33,253千枚（前年同期比35.3％減）となりました。 

 このような状況の中、当社におきましては金を中心とした販売戦略を実施し、金価格は比較的堅調に推移はしたも

のの、国内商品先物市場全体の取引高の低迷を補うには及ばず、当第２四半期累計期間における当社の委託者売買高

は415千枚（前年同期比13.8％減）にとどまりました。またＦＸ取引においても世界各国の金融緩和措置により各国

通貨の金利が低下したことから、売買高は予想以上に伸びを欠く展開を余儀なくされました。 

 この結果、当第２四半期における営業収益は2,292百万円(前年同期比28.0％減)、営業損失は847百万円(前年同期

は479百万円の営業損失)、経常損失は843百万円(前年同期は435百万円の経常損失)、四半期純損失は556百万円(前年

同期は294百万円の四半期純損失)となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,674百万円減少し、30,283百万円となりまし 

た。 

 これは主に委託者差金が2,494百万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764百万円減少し、21,655百万円となりました。 

 これは主に預り証拠金が576百万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909百万円減少し、8,627百万円となりました。 

 これは主に四半期純損失556百万円の計上、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２四半期累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1,611百万

円減少 

し、当第２四半期累計期間末には1,970百万円となりました。なお、当第２四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1,097百万円（前年同期88百万円の収入）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47百万円（前年同期523百万円の支出）となりました。これは主に固定資産の取 

得等によるものです。 

（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466百万円（前年同期438百万円の支出）となりました。これは主に配当金の支払い

等によるものです。 

  

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２四半期累計期間につきましては、平成21年５月15日に公表の業績予想を平成21年10月30日にて修正しており

ます。なお、詳細につきましては、平成21年10月30日に開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 また、通期の業績予想に関しましては、不安定な経済政策等も反映し、資金が安定資産として金にシフトした結

果、10月に入りＮＹ市場で最高値を更新するなど、金を取り巻く市場環境はフォローの風が吹いており、金価格は今

後も堅調に推移する可能性が高く、当社においても長年に渡り、貴金属、特に金地金の販売や金先物取引に特化して

きた営業戦略を大いに発揮できる環境下で、当社の営業収益への好影響が十分期待できる状況にあるものと考えてお

ります。昨年秋より放映中のテレビＣＭ効果も確実に表れ始めており、さらに大きな流れになると確信しておりま

す。 

 経費面においては、７月に渋谷支店を本店に、金沢支店を名古屋支店にそれぞれ統合するなど、思い切った合理化

を実施し営業活動の効率化を図ってまいりました。今後は一時的に制度変更に対するシステム経費増が見込まれるも

のの、販売費一般管理費については徐々に削減効果が表れてくる予定です。 

 以上の理由から、当社の通期業績予想につきましては、平成21年５月15日発表の通り変更しておりません。なお、

平成21年５月15日発表の当社通期業績予想は、営業収益7,200百万円、営業利益678百万円、経常利益695百万円、当

期純利益362百万円となっております。 

  

 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。 

  

 該当事項はありません。  

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 6,084,795 6,942,523

受取手形及び売掛金 83,706 115,141

委託者未収金 585,592 520,683

商品 405,080 434,669

保管有価証券 3,542,515 3,130,213

差入保証金 7,789,278 7,017,292

委託者差金 3,111,595 5,606,507

外国為替取引預け金 2,120,652 1,482,807

その他 1,828,128 2,056,914

貸倒引当金 △609,284 △616,761

流動資産合計 24,942,061 26,689,991

固定資産   

有形固定資産 516,310 531,902

無形固定資産 94,813 62,575

投資その他の資産   

投資有価証券 76,747 375,204

固定化営業債権 3,268,963 3,388,970

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 4,064,473 3,693,155

貸倒引当金 △3,880,175 △3,984,417

投資その他の資産合計 4,730,009 4,672,911

固定資産合計 5,341,133 5,267,389

資産合計 30,283,195 31,957,381

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,996 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 17,380 15,758

賞与引当金 － 92,819

預り証拠金 17,171,226 17,747,976

預り証拠金代用有価証券 3,542,515 3,130,213

その他 198,126 509,269

流動負債合計 21,144,244 21,804,853

固定負債   

長期借入金 62,000 168,000

退職給付引当金 382,462 377,309

その他 40,858 47,516

固定負債合計 485,321 592,825



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 26,258 23,123

特別法上の準備金合計 26,258 23,123

負債合計 21,655,824 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 3,470,323 4,341,311

自己株式 △202,860 △163,726

株主資本合計 8,632,684 9,542,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,313 △6,228

評価・換算差額等合計 △5,313 △6,228

純資産合計 8,627,371 9,536,578

負債純資産合計 30,283,195 31,957,381



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

受取手数料 2,925,606 2,190,116

売買損益 △51,885 48,984

その他 309,512 53,348

営業収益合計 3,183,232 2,292,448

営業費用 3,662,557 3,140,343

営業損失（△） △479,324 △847,894

営業外収益   

受取利息 33,863 7,714

受取配当金 2,148 1,721

為替差益 297 －

倉荷証券保管料 － 4,111

その他 19,584 2,749

営業外収益合計 55,894 16,297

営業外費用   

支払利息 10,326 7,520

為替差損 － 1,357

その他 1,412 3,049

営業外費用合計 11,739 11,927

経常損失（△） △435,169 △843,525

特別利益   

商品取引責任準備金戻入額 124,155 78,000

貸倒引当金戻入額 － 51,844

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 154,847 178,020

特別損失   

固定資産除売却損 410 574

商品取引責任準備金繰入額 103,109 81,134

減損損失 － 1,770

貸倒引当金繰入額 84,448 －

特別損失合計 187,968 83,478

税引前四半期純損失（△） △468,290 △748,984

法人税、住民税及び事業税 13,292 11,437

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

－ 131,278

法人税等調整額 △187,228 △335,271

法人税等合計 △173,936 △192,556

四半期純損失（△） △294,354 △556,427



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △468,290 △748,984

減価償却費 24,663 32,756

減損損失 － 1,770

貸倒引当金の増減額（△は減少） 288,082 △111,719

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,009 △92,819

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） △294 5,152

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △21,045 3,134

受取利息及び受取配当金 △36,012 △9,436

支払利息 10,326 7,520

固定資産除売却損益（△は益） 410 574

株式受贈益 △27,063 －

委託者未収金の増減額（△は増加） △164,358 55,098

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） 545,068 △753,744

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,423 29,589

委託者未払金の増減額（△は減少） △5,767 207

委託者差金の増減額（△は増加） △4,333,911 2,494,911

差入保証金の増減額（△は増加） 9,544,566 △771,986

預り証拠金の増減額（△は減少） △7,442,616 △576,749

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） △1,498,813 412,302

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） 3,145,918 △637,844

その他 679,233 △295,092

小計 219,511 △955,358

利息及び配当金の受取額 33,911 4,579

利息の支払額 △8,475 △5,672

法人税等の支払額 △156,038 △141,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,908 △1,097,545

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 △3,868

有形固定資産の売却による収入 200 －

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 720 720

投資活動によるキャッシュ・フロー △523,620 △47,767



（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 △106,000

リース債務の返済による支出 △1,923 △6,464

自己株式の取得による支出 △10,337 △39,134

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 △438,347 △466,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △873,058 △1,611,472

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 5,273,630 1,970,121



 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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