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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 2,297 △20.5 270 △47.6 270 △44.5 91 △72.1

21年3月期第3四半期 2,891 ― 516 ― 488 ― 327 ―

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3四半期 758.38 757.99
21年3月期第3四半期 2,585.94 ―

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3四半期 5,467 4,336 79.0 36,079.30
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3四半期  4,318百万円 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  

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、平成22年３月期の配当予想に関しましては、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 ― 506.00 506.00
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）  有  

(注) 詳細は、７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  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） 

(注) 詳細は、７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、
６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。  

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 アストマックスFX株式会社 ）

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3四半期 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3四半期  8,310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3四半期 120,511株 21年3月期第3四半期 126,717株
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(百万円未満切捨て) 

連結経営成績(会計期間)（平成21年10月１日～平成21年12月31日） 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

（参考）平成22年３月期第３四半期（３ヶ月）の連結業績

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３四半期 822 △29.3 164 △43.0 130 △45.5 △22 ─

21年３月期第３四半期 1,162 ─ 289 ─ 238 ─ 134 ─

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３四半期 △188 71 ─
21年３月期第３四半期 1,079 46 ─

アストマックス株式会社（8734） 平成22年3月期 第３四半期決算短信
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当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）においては、世界経済は、依然と

して雇用・不動産市況などの不安要素を持ちながらも、中国をはじめとする新興諸国の力強い経済成長の

恩恵を受けて、回復に向かっている、という自信を取り戻しつつある様です。中国の株式市場は右肩上が

りの上昇を続け、欧米の株式市場も年初来の高値を更新しながらの年末となりました。我が国の株式市場

は、新政権の政策への不安、金融機関の相次ぐ増資による株式市場の需給悪化懸念などから11月まで独歩

安を続けていましたが、12月になると他国に追随する形で反発に転じました。一方、外国為替市場では、

11月までは低い米国金利、基軸通貨としてのドルの信任の低下などを受けて、一方的なドル安の流れが続

いていました。しかし、米国で自動車販売の回復を含め景気回復を確認する経済指標の発表が相次ぐと、

極端な金融緩和政策が早期に終結されるのではないか、との見方も広がり、ドルは主要通貨に対して反発

しました。 

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場では、ドル安に加えてIMF（国際通貨基

金）からインド中央銀行が200トンもの金を時価で購入した、とのニュースが勢いを付け、ドル建て金相

場は、市場 高値を更新、１トロイオンス当たり1,200ドルを超える水準に達しました。また、東京工業

品取引所の円建ての金先物価格も、１グラム当たり3,477円の高値を付けております。エネルギー市場で

は、原油が１バレル当たり80ドルを回復、農産物市場でも、トウモロコシなどの穀物が夏の安値から反

発、粗糖は20数年振りの高値を付けています。ペーパーの資産に対して実物資産である「商品（＝コモデ

ィティ）」を、資産の中に加えて通貨価値の下落リスクをヘッジしておこうという動きが、中央銀行を含

めて世界中で広がりつつあり、商品市場への投資資金の流入は勢いを増している様です。 

国内の商品先物市場では、出来高の低迷が続いておりますが、金市場の値動きの活発化等を受けて、市

場全体では明るい兆候も現れてきております。 
  
また、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しております。 

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

ととしたため同投資からの収益は、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３四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及び取り組み状況は次のとおりです。 

当事業では、国内外の商品先物市場及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。 

【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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顧客資産の運用業務においては、当社の10月度の成績が、ヘッジファンド評価会社のBarclayHedgeに

よって、CTA（Commodity Trading Advisor＝商品投資顧問業者）に関するカテゴリーの一つで全世界で

５位（全世界にCTAは数千社あると言われている）に選ばれました。第２四半期に関して、既に報告さ

せて頂いた「ブルームバーグ社（米国の大手情報会社）調べで、当社が開発・作成した商品指数Astmax 

Commodity Index (AMCI）が“商品先物指数の年初来騰落率ランキング”で36指数中トップである」こ

とと合わせ、当社の「商品投資」を中心とする投資顧問事業については、高い評価を頂く様になってお

ります。この様な状況で、今後当社を投資顧問として起用して頂けるチャンスが飛躍的に拡大している

と感じています。 

 一方で、投資顧問事業の中で不採算業務となっていました年金基金に対してポートフォリオマネジ

メントサービスを提供する業務については、既存顧客への対応に業務を限定し、新規の受託は行わない

こととしました。このことにより投資顧問事業の収益体質が改善される見通しです。 

当第３四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。 

・７月より運用が開始された「WTI原油先物連動型」プログラムの運用資産は、12月末には、185.2億円

と13.4億円減少しました。 

・「Astmax Commodity Index (AMCI）」連動型運用プログラムの運用資産は、10.7億円増加しました。

・「アストジェネシス」の運用資産は、ほぼ変わりませんでした。 

・「アスト・コモディティ・グローバル・マクロ」の運用資産は、0.4億円減少しました。 

・「コモディティ・バスケット型」の運用資産は、0.2億円増加しました。 

・商品運用に付随する債券運用戦略等は、11.0億円増加しました。 

・ポートフォリオマネジメント業務の運用資産は、ほぼ変わりませんでした。 

当事業全体の運用資産残高は、平成21年９月末の363億円から当第３四半期末には371億円に増加しま

した。 

以上の結果、投資顧問事業の当第３四半期連結会計期間の営業収益は57百万円（前年同四半期比

16.0%増）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。 

当事業の主たる取引参加市場である東京工業品取引所における流動性は、前述のとおり金の流動性が

回復傾向を示してきていることから、海外商品先物市場・OTC市場を絡めた裁定取引機会が増大傾向と

なり、当事業にとって好ましい状況となりつつあります。 

また、第２四半期に行ったCOMEX会員権取得により取引経費の大幅削減（１枚あたり約５割削減）及

び必要証拠金の大幅減額が実現し、デイトレード或いは裁定取引をより機動的に行なうことができまし

た。 

一方、同じく第２四半期に市場会員となった中部大阪商品取引所の貴金属市場は出来高低迷が続いて

おり、積極的な活用ができておりません。 

当事業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３四半期も第一位となりました。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は543百万円（前年同四半期比24.5%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

工業品取引所でありますが、東京穀物商品取引所、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、とりわけ海外市場への取り組み比率を徐々に引き上げておりま

す。 

今後更なる海外商品先物市場へのアクセスの強化及び国内商品先物市場の裁定取引機会の増大を図る

べく、当第３四半期は第２四半期より導入したフレックスタイム制の見直し、在宅でのディーリング環

境の整備等、より柔軟な運用をするための手立てを講じ第４四半期より実施の体制を整えました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は220百万円（前年同四半期比42.0%減）となりま

した。 
  

[ディーリング事業]

[プロップハウス事業]
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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、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は平成21年６

月25日に同社全株式をSaxo Bank A/S（在デンマーク）に譲渡し、当社企業グループは当事業から撤退

しました。 

以上のとおり、当事業は当第３四半期連結会計期間では連結対象からはずれておりますが、前年同四

半期には営業収益18百万円を計上しております。 
  

上記の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は前年同四半期比340百万円（29.3%）減少し、822

百万円となりました。一方、営業費用は215百万円（24.7%）減少の657百万円となり、経常利益は108百万

円（45.5%）減少の130百万円となりました。また、当第３四半期連結会計期間に、器具、備品並びにリー

ス資産の減損損失等が発生し、合計98百万円の特別損失を計上したことにより、四半期純損失は22百万円

（前年同四半期は134百万円の四半期純利益）となりました。 
  

なお、平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期

第１四半期決算短信（平成21年７月31日開示）、平成22年３月期第２四半期に係る連結経営成績に関する

定性的情報については、平成22年３月期第２四半期決算短信（平成21年10月30日開示）をご参照くださ

い。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて15.2％減少し、4,177百万円となりました。これは、現金及

び預金が1,796百万円減少し、国内商品取引所及び海外ブローカーなどへの差入保証金が672百万円、商

品が金の現受けにより192百万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5.5％減少し、1,289百万円となりました。これは、建物（造

作設備）並びに器具及び備品が、本社移転計画を受け遊休資産となることから合わせて47百万円減損処

理を行い、長期差入保証金（清算預託金）が、東京工業品取引所におけるアルミニウム部取引参加者脱

退による返還により19百万円減少したこと等によります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて13.1％減少し、5,467百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて38.5％減少し、912百万円となりました。これは未払金が306

百万円、売却借入商品が188百万円、未払法人税等が93百万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53.3％減少し、219百万円となりました。これは、長期借入

金が返済により243百万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42.0％減少し、1,131百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、4,336百万円となりました。これは、利益剰

余金が、剰余金の配当により61百万円、自己株式の取得により43百万円減少し、四半期純利益により91

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サイトをご参照ください。 
  

[外国為替証拠金取引事業]

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
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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。 
  

該当事項はありません。 

  

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３四半期連結累計期間の営業収益、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。 

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

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,159,347 2,956,322

営業未収入金 119,690 42,767

商品 192,222 －

差入保証金 2,357,073 1,684,471

未収還付法人税等 2,829 47

金銭の信託 － 40,000

繰延税金資産 69,891 80,912

その他 276,887 124,533

流動資産合計 4,177,942 4,929,055

固定資産   

有形固定資産   

建物 29,434 70,338

減価償却累計額 △26,982 △21,244

建物（純額） 2,452 49,093

器具及び備品 89,904 105,717

減価償却累計額 △60,798 △64,640

器具及び備品（純額） 29,105 41,077

有形固定資産合計 31,557 90,170

無形固定資産 16,230 12,515

投資その他の資産   

投資有価証券 554,479 544,183

出資金 34,374 41,546

長期差入保証金 595,323 613,610

長期未収入金 30,153 31,463

保険積立金 46,761 47,168

その他 － 3,494

貸倒引当金 △19,557 △19,967

投資その他の資産合計 1,241,534 1,261,499

固定資産合計 1,289,323 1,364,185

資産合計 5,467,266 6,293,241
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 9,288 2,595

売却借入商品 － 188,435

短期借入金 398,200 440,000

1年内返済予定の長期借入金 111,600 152,553

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 36,310 343,162

未払費用 36,063 25,155

未払法人税等 84,053 177,830

賞与引当金 21,522 42,135

インセンティブ給引当金 151,502 77,674

本社移転費用引当金 19,500 －

その他 24,124 13,388

流動負債合計 912,165 1,482,930

固定負債   

社債 － 10,000

長期借入金 168,770 411,893

繰延税金負債 － 1,211

退職給付引当金 34,748 38,940

損害賠償引当金 － 6,700

その他 15,488 －

固定負債合計 219,008 468,746

負債合計 1,131,173 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 1,537,243 1,507,373

自己株式 △194,258 △150,577

株主資本合計 4,308,135 4,321,947

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,050 9,243

評価・換算差額等合計 10,050 9,243

新株予約権 17,906 10,375

純資産合計 4,336,092 4,341,565

負債純資産合計 5,467,266 6,293,241
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

投資顧問事業収益 141,666 146,471

ディーリング事業収益 1,766,411 1,369,968

プロップハウス事業収益 939,104 780,940

外国為替証拠金取引収益 72,124 －

営業投資収益 △27,912 －

営業収益合計 2,891,393 2,297,381

営業費用 2,375,226 2,027,017

営業利益 516,167 270,364

営業外収益   

受取利息 8,770 115

為替差益 － 8,454

業務受託料 6,174 7,162

その他 4,580 5,237

営業外収益合計 19,525 20,970

営業外費用   

支払利息 19,195 18,388

為替差損 26,454 －

その他 1,789 2,003

営業外費用合計 47,438 20,392

経常利益 488,254 270,941

特別利益   

貸倒引当金戻入額 245 410

関係会社株式売却益 － 30,362

事業譲渡益 47,044 －

特別利益合計 47,289 30,772

特別損失   

特別退職金 3,297 －

情報提供契約解約損失 2,039 2,071

システム移設費用 5,596 －

減損損失 14,105 68,289

その他 － 32,648

特別損失合計 25,039 103,010

税金等調整前四半期純利益 510,504 198,703

法人税、住民税及び事業税 222,567 97,502

法人税等調整額 △39,745 9,808

法人税等合計 182,822 107,311

四半期純利益 327,682 91,392
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

投資顧問事業収益 49,997 57,973

ディーリング事業収益 720,268 543,627

プロップハウス事業収益 380,599 220,829

外国為替証拠金取引収益 18,064 －

営業投資収益 △6,042 －

営業収益合計 1,162,887 822,430

営業費用 873,348 657,488

営業利益 289,538 164,942

営業外収益   

受取利息 748 2

保険解約返戻金 1,929 －

業務受託料 1,327 2,391

その他 1,664 725

営業外収益合計 5,669 3,119

営業外費用   

支払利息 5,694 5,172

為替差損 49,455 32,512

その他 1,273 142

営業外費用合計 56,423 37,827

経常利益 238,783 130,234

特別利益   

貸倒引当金戻入額 95 55

特別利益合計 95 55

特別損失   

システム移設費用 2,271 －

減損損失 14,105 68,289

その他 908 29,730

特別損失合計 17,286 98,019

税金等調整前四半期純利益 221,592 32,269

法人税、住民税及び事業税 77,790 81,082

法人税等調整額 9,413 △26,181

法人税等合計 87,204 54,901

四半期純利益又は四半期純損失（△） 134,388 △22,631
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 
(単位：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月から12月にかけて市場より43,681千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３四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 ※１ ─ ─ △ 61,523 ─ △ 61,523

 四半期純利益 ─ ─ 91,392 ─ 91,392

 自己株式の取得 ※２ ─ ─ ─ △ 43,681 △ 43,681

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ ─ 29,869 △ 43,681 △ 13,811

当第３四半期連結会計期間末残高 1,720,000 1,245,150 1,537,243 △ 194,258 4,308,135

6. その他の情報
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