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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,152 △35.7 △469 ― △472 ― △251 ―

21年3月期第2四半期 3,345 ― 388 ― 486 ― 266 ―

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 △30.29 ―

21年3月期第2四半期 31.20 23.81

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 37,343 10,356 27.7 1,254.69
21年3月期 35,951 10,685 29.7 1,279.57

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,342百万円 21年3月期  10,673百万円

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  

当社は、下記「３．平成22年３月期の連結業績予想」における事由により、予想配当金については記載を控えさせていただいております。 

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50

22年3月期 ― 0.00

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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社及び当社グループ（以下、「当社」という。）の主たる事業である商品先物取引業は事業の特性上、営業収益において、商品市況、為替相場等の市場
環境の動向により大きく影響を受ける傾向にあります。当社はこの状況において、業績予想を適正かつ合理的に行うことは非常に困難であることから、業
績予想の開示・公表は、株主・投資家の皆様の合理的な判断の形成に有用とはいえないと判断されるため、業績予想の開示を控えさせていただいており
ます。それに代えて、四半期及び通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速報値の開示を実施いたしてまいります。 
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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) 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  

(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、３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 

当社の事業の特性上、市場市況、為替相場等の市場環境の動向により大きく影響を受ける傾向にあり、業績予想を適正かつ合理的に行うことは非常に困
難であることから、業績予想の開示・公表は、株主・投資家の皆様の合理的な判断の形成に有用とはいえないと判断されるため、業績予想の開示を控えさ
せていただいております。それに代えて、四半期及び通期の業績速報値を決算数値が確定したと考えられる時点で速報値の開示を実施いたしてまいりま
す。また、配当予想につきましても期末における開示が可能となった時点で速やかに開示してまいります。 

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 8,897,472株 21年3月期  8,897,472株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  654,352株 21年3月期  556,096株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 8,299,372株 21年3月期第2四半期 8,541,526株
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【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 

当第２四半期連結累計期間の我が国経済は、ロンドン金融サミットにおいて世界的な財政拡大措置
で意見が一致したことから景気回復期待がふくらみ、日経平均株価も昨年度末の急落場面から大きく
反発、10,000 円の大台を回復するに至りました。 その後は米国雇用統計の悪化から下押される場面
もありましたが、欧米株式市場の上昇を好感し再び 10,000 円台を回復、株価は比較的安定した推移と
なりました。 
商品相場は、ニューヨーク原油が景気回復期待や株高を受けて堅調に推移、70 ドル台まで値を戻し

ました。株価の修正に追随し 60 ドルを割り込む場面もありましたが、大手企業の決算内容が思ったよ
り良好だったことから米株式市場が反発、原油市場も堅調な推移となりました。国内エネルギー市場
も同様に上昇場面となりましたが、8 月以降は円高に上値を抑えられた形となり、徐々に下値を切り
下げる展開となりました。 
石油市場の出来高は昨年のリーマンショック以来値動きが激しい商品と位置づけられ低迷しました。 
金は原油価格上昇や株高・ドル安を背景に 6 月上旬まで堅調に推移しましたが、その後は米国雇用

統計など経済指標の悪化から世界的景気回復は時期尚早との見方が強まり下落場面となりました。後
半に入り株式市場の上昇を受けて反発に転じましたが、国内市場は円高に上値を抑えられ 3,000 円が
抵抗線となりました。白金は触媒需要が増大するとの期待感から上昇して始まりましたが、米国自動
車大手クライスラー、ＧＭの連邦破産申請の影響が意識され下落、安値でもみ合った後反発に転じま
すが、景気回復に対して懐疑的な見方が広がり再び下落場面となりました。後半に入ると株式市場の
上昇から急反発し、国内市場は 3,800 円を中心としたボックス圏での推移となり、貴金属市場の出来
高は低調となりました。 
ゴムは中国など新興国中心に景気回復期待が高まり、堅調に始まりましたが、その後は円高に上値

を抑えられ 150～180 円のボックスで推移しました。後半に入ると中国での新車販売台数の好調な伸
び率と、主要生産国での減産のニュースから上伸、底堅い産地価格にも支えられ 10 ヶ月ぶりに 200 円
台を回復しましたが、出来高については昨年に比較して減少しております。  
穀物は米国中西部の主産地において雨が多い天候だったため、作付け遅延に繋がるとの見方からシ

カゴ市場が堅調に推移、国内市場のトウモロコシ、大豆ともその後を追いかける形となり 6 月中旬ま
で堅調に推移しました。その後は生育に適した天候推移となったことからトウモロコシ・大豆が急落、
作付面積の再調査の報から反発する場面もみられましたが、時間の経過と共に豊作が確定的となり下
値を追う展開となりまして、穀物の出来高は相場にうまく追随し昨年と比較して増加しております。 
ドル円相場は、リーマンショック以降のリスク回避的な円買いが一巡し、100 円台でのスタートと

なり、101 円半ばまで上昇しました。しかし、世界的な景気回復期待から株式市場や新興国通貨が買
われ始めると、昨秋から続いたドル買いから一転し、ドル円は緩やかにドル下落傾向となり、9 月に
は 1 月以来の 90 円割れまで売り込まれ、軟調な地合いで推移しました。 
外国為替証拠金取引につきまして店頭取引は減少しておりますが、東京金融取引所の「くりっく

365」の yutaka24 は取引口座数及び出来高ともに順調に伸びてきており、収益の柱になろうとしてお
ります。 
このような環境のもとで、当社グループにおける当第２四半期連結累計期間の商品先物の売買高は

1,685 千枚(前年同期比 27.9％減)となり、受取手数料は 1,950 百万円(同 10.2％減)、売買損益は 169 百
万円(同 84.9％減)の利益となりました。  
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結営業収益は 2,152 百万円(同 35.7％減)、経常損失は

472 百万円(前年同期は 486 百万円の経常利益)、四半期純損失は 251 百万円(前年同期は 266 百万円の
四半期純利益)となりました。  
また、商品先物取引関連事業及び不動産管理業等の業績は、次のとおりであります。 
なお、後記「５ 四半期連結財務諸表」の「(5)セグメント情報」に掲記したとおり事業の種類別セ

グメント情報を記載しておりませんので、事業部門等に基づいて記載しております。  
① 事業部門別業績 
・商品先物取引関連事業 
当事業において、受取手数料は 1,950 百万円(前年同期比 10.2％減)、売買損益は 169 百万円(同

84.9％減)の利益となりました。この結果、当事業での営業収益は 2,128 百万円(同 35.9％減)、営業
損失は 469 百万円(前年同期は 387 百万円の営業利益)となりました。 
・不動産管理業 
当事業において、営業収益は 23 百万円(前年同期比 4.2％減)、営業損失は 0 百万円(前年同期は 1

百万円の営業利益)となりました。  
② 所在地別業績 
・日本 
国内では、営業収益は 2,114 百万円(前年同期比 36.5%減)、営業損失は 484 百万円(前年同期は
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397 百万円の営業利益)となりました。  
・東南アジア 
東南アジアでは、営業収益は 37 百万円(前年同期比 181.5%増) 、営業利益は 14 百万円(前年同

期は 9 百万円の営業損失) となりました。 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 
当第２四半期連結累計期間末の資産総額は 37,343 百万円、負債総額は 26,986 百万円、純資産は

10,356 百万円となっております。当第２四半期連結累計期間末の資産総額 37,343 百万円は前連結
会計年度末 35,951 百万円に比べて 1,391 百万円増加しておりますが、この内訳は流動資産が 808
百万円、固定資産が 582 百万円がそれぞれ増加となっており、無形固定資産 290 百万円、投資そ
の他の資産 351 百万円それぞれ増加しております。負債総額 26,986 百万円は、前連結会計年度末
25,266 百万円に比べて 1,720 百万円増加しておりますが、この内訳は、流動負債が 2,477 百万円
の増加、固定負債が 758 百万円の減少となり、流動負債では主に「預り証拠金代用有価証券」
1,743 百万円、「金融商品取引保証金」4,406 百万円がそれぞれ増加し、「預り証拠金」1,828 百万
円、「預り取引保証金」1,699 百万円がそれぞれ減少しております。当第２四半期連結累計期間末
の純資産 10,356 百万円は前連結会計年度末 10,685 百万円に比べて 328 百万円減少しております
が、この内訳は株主資本 350 百万円の減少、評価・換算差額等 19 百万円、少数株主持分 2 百万円
がそれぞれ増加となっております。  

② キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結累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、差入保証金等の増加や社債の償還等による支出があったものの、金融商品取引保証金の増加や
金銭の信託の減少による収入が増加した結果、前連結会計年度末に比べて 724 百万円の減少となり、
当第２四半期連結累計期間末は、2,582 百万円(前年同期比 54.7％減)となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の取得は、535 百万円（前年同期は 236

百万円の取得）となりました。これは、金融商品取引保証金の増加等による収入が増加したことに
よるものであります。      

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の使用は、58 百万円（前年同期は 308

百万円の使用）となりました。これは、定期預金の預入による支出等によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の使用は、1,187 百万円（前年同期は
672 百万円の使用）となりました。これは、社債の償還による支出等によるものであります。  

 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

当社の主たる事業である商品先物取引業は事業の特性上、営業収益において、商品市況、為替相場
等の市場環境の動向により大きく影響を受ける傾向にあります。当社は、このような状況において、
業績予想を適正かつ合理的に行うことは非常に困難であることから、業績予想の開示・公表は、株
主・投資家の皆様の合理的な判断の形成に有用とはいえないと判断されるため、業績の開示を控えさ
せて頂いております。それに代えて、四半期及び通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えら
れる時点で速報値の開示を実施いたしてまいります。 

 
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) 
該当事項はありません。 

(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 
簡便な会計処理 
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結累計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変動       
がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお
ります。  

② 固定資産の減価償却の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 
③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後
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の実効税率の見積に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに限定してお
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、かつ、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。  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理   
税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

(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 
該当事項はありません。   
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年9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 3,035,570 3,642,897

委託者未収金 602,751 368,394

有価証券 89,307 182,198

商品 40,083 78,405

保管有価証券 7,920,156 6,176,041

差入保証金 14,627,096 11,093,885

金銭の信託 2,510,000 4,160,000

その他 723,813 3,039,294

貸倒引当金 △2,591 △3,823

流動資産合計 29,546,188 28,737,293

固定資産   

有形固定資産 4,104,154 4,163,367

無形固定資産 310,900 20,826

投資その他の資産   

その他 4,261,664 3,963,217

貸倒引当金 △879,580 △933,018

投資その他の資産合計 3,382,084 3,030,199

固定資産合計 7,797,139 7,214,392

資産合計 37,343,328 35,951,685

負債の部   

流動負債   

委託者未払金 182,531 205,878

短期借入金 718,600 718,600

未払法人税等 18,708 83,586

賞与引当金 107,586 73,814

預り証拠金 6,329,187 8,157,563

預り証拠金代用有価証券 7,872,156 6,129,031

預り取引保証金 2,265,423 3,965,238

金融商品取引保証金 7,530,187 3,123,207

その他 442,483 532,143

流動負債合計 25,466,863 22,989,064

固定負債   

社債 － 1,061,545

長期借入金 64,900 74,200

退職給付引当金 551,929 436,329

役員退職慰労引当金 239,230 245,630

その他 375,190 171,823

固定負債合計 1,231,249 1,989,528
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年9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) 

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 286,706 286,706

金融商品取引責任準備金 1,571 730

特別法上の準備金合計 288,277 287,437

負債合計 26,986,389 25,266,029

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,722,000 1,722,000

資本剰余金 1,104,579 1,104,579

利益剰余金 7,906,505 8,220,289

自己株式 △304,726 △268,449

株主資本合計 10,428,359 10,778,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,180 △36,204

為替換算調整勘定 △74,637 △68,877

評価・換算差額等合計 △85,818 △105,081

少数株主持分 14,397 12,318

純資産合計 10,356,938 10,685,656

負債純資産合計 37,343,328 35,951,685
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（2）【四半期連結損益計算書】 
   【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

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

当第２四半期連結累計期間 
(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 2,172,186 1,950,846

売買損益 1,120,631 169,694

その他 52,539 31,697

営業収益合計 3,345,357 2,152,239

営業費用   

販売費及び一般管理費 2,956,662 2,622,161

営業費用合計 2,956,662 2,622,161

営業利益又は営業損失（△） 388,695 △469,922

営業外収益   

受取利息 54,769 8,452

受取配当金 11,820 11,762

為替差益 25,451 －

社債償還益 11,898 458

その他 18,462 26,216

営業外収益合計 122,403 46,889

営業外費用   

支払利息 16,214 14,283

為替差損 － 27,511

貸倒引当金繰入額 3,680 4,243

その他 4,569 3,285

営業外費用合計 24,464 49,324

経常利益又は経常損失（△） 486,634 △472,356

特別利益   

投資有価証券売却益 10,142 －

貸倒引当金戻入額 － 72,222

特別利益合計 10,142 72,222

特別損失   

金融商品取引責任準備金繰入額 245 840

投資有価証券売却損 3,059 4,016

投資有価証券評価損 999 －

リース解約損 － 5,279

会員権売却損 － 3,066

固定資産除売却損 7,242 －

その他 － 5,550

特別損失合計 11,546 18,753

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

485,231 △418,887

法人税等 222,435 △169,850

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,704 2,355

四半期純利益又は四半期純損失（△） 266,500 △251,391
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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2四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月１日 
  至 平成20年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

485,231 △418,887

減価償却費 74,927 89,671

固定資産除売却損益（△は益） 7,242 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,565 △54,669

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,288 33,772

退職給付引当金の増減額（△は減少） 90,965 115,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,370 △6,400

受取利息及び受取配当金 △66,590 △20,215

社債償還損益（△は益） △11,898 △458

支払利息 16,214 14,283

為替差損益（△は益） △14,284 19,498

投資有価証券売却損益（△は益） △7,083 4,016

投資有価証券評価損益（△は益） 999 －

委託者未収金の増減額（△は増加） △50,111 △236,423

差入保証金の増減額（△は増加） 1,862,389 △3,543,237

金銭の信託の増減額（△は増加） △1,400,000 1,650,000

預り証拠金の増減額（△は減少） △1,131,456 △1,818,491

預り取引保証金の増減額（△は減少） 1,250,447 △1,699,815

金融先物取引保証金の増減額（△は減少） 930,289 －

金融商品取引保証金の増減額（△は減少） － 4,406,979

その他の売上債権の増減額（△は増加） △62,604 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,759 38,322

委託者未払金の増減額（△は減少） △6,722 △20,288

その他の仕入債務の増減額（△は減少） 628 －

その他 △1,053,882 1,707,317

小計 755,845 260,574

利息及び配当金の受取額 23,573 15,781

利息の支払額 △17,138 △15,087

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △526,005 274,648

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,275 535,916
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(単位：千円)

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

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

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 △20,639 △117,657

有価証券の取得による支出 △252,883 △1,005

有価証券の売却による収入 1,985 －

有形固定資産の取得による支出 △52,142 △5,354

無形固定資産の取得による支出 △2,466 △16,930

無形固定資産の売却による収入 6 －

投資有価証券の取得による支出 △6 △2

投資有価証券の売却による収入 12,452 64,788

貸付による支出 △1,601 △4,696

貸付の回収による収入 7,042 16,819

その他 － 5,133

投資活動によるキャッシュ・フロー △308,252 △58,907

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 300,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △9,300 △9,300

社債の償還による支出 △639,575 △1,060,825

自己株式の取得による支出 △37,067 △36,277

配当金の支払額 △85,558 △61,501

少数株主への配当金の支払額 △500 －

その他 △238 △19,604

財務活動によるキャッシュ・フロー △672,239 △1,187,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,623 △14,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △758,840 △724,744

現金及び現金同等物の期首残高 6,464,258 3,306,960

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,705,418 2,582,215
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
(5) セグメント情報 

 (事業の種類別セグメント情報) 
前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月 1 日 至 平成 20 年９月 30 日)及び当第２四半期

連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
事業の種類として、「商品先物取引関連事業」及び「不動産管理その他の事業」に区分しており

ますが、全セグメントの営業収益の合計、営業利益の合計額に占める「商品先物取引関連事業」の
割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
(所在地別セグメント情報)  
前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月 1 日 至 平成 20 年９月 30 日)及び当第２四半期

連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 
  

(海外売上高(営業収益)) 
前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月 1 日 至 平成 20 年９月 30 日)及び 当第２四半

期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日)  
海外営業収益は、連結営業収益の 10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。  

 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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