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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 4,531 13.2 △253 ― △237 ― △215 ―

21年3月期第3四半期 4,004 ― △1,580 ― △1,963 ― △1,228 ―

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 △13.81 ―

21年3月期第3四半期 △76.89 ―

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 32,837 8,961 27.3 575.68
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3四半期  8,961百万円 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3四半期 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3四半期  659,678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3四半期 15,623,189株 21年3月期第3四半期 15,976,732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10月30日発表時の業績予想を修正しておりません。当社の業績予想は、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３四半期累計期間における我が国経済は、好調な新興国経済に牽引され輸出、生産の回復が続き、設備・人員

の過剰感も若干和らいできたものの、企業の設備投資及び人員採用に対する姿勢は依然厳しく、雇用不安により消費

は停滞し内需の盛り上がりを欠くこととなりました。エコカー減税等による政策の効果は続いているものの、円高圧

力やデフレの進行により企業業績の回復は遅れており、日経平均は１万円を挟む一進一退の動きに終始しました。 

 商品先物市場におきましては、米国経済の先行きに対する懸念などから米ドルをはじめ、米ドル建てのペーパー資

産が不安定さを増す中で、代替資産としての金投資への見直しや、世界一の外貨準備高を誇る中国をはじめインド等

の新興国が金を購入し始めているという観測もあり、ＮＹ市場で金価格が市場 高値を更新するなど、金を中心とし

てコモディティが注目を浴びることとなりました。国内商品取引所においては貴金属市場が貢献したものの他市場の

落ち込みにより、当第３四半期累計期間全国商品取引所売買高は51,738千枚(前年同期比29.4％減)となりました。 

 このような環境下、当社におきましては金市場の好環境のもと長年に渡り、金地金販売や金先物取引に特化した独

自の営業戦略が功を奏し、既存顧客のみならず新規顧客の満足度を高めてきた成果の一つとして、当第３四半期会計

期間における商品取引委託者売買高は、316千枚（前年同期比152％増）と大きく取引高を増やす結果となりました。

なお、当第３四半期累計期間の商品取引委託者売買高については732千枚(前年同期比20.5％増)となり業績の回復の

兆しが表れて来ています。 

 この結果、当第３四半期における営業収益は4,531百万円(前年同期比13.2％増)、営業損失は253百万円(前年同期

は1,580百万円の営業損失)、経常損失は237百万円(前年同期は1,963百万円の経常損失)、四半期純損失は215百万円

(前年同期は1,228百万円の四半期純損失)となりました。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ880百万円増加し、32,837百万円となりまし 

た。 

 これは主に委託者差金が5,102百万円減少したものの、差入保証金が4,106百万円、外国為替取引預け金が931百万

円及び、現金及び預金が535百万円増加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1,455百万円増加し、23,875百万円となりました。 

 これは主に預り証拠金が757百万円及び、預り証拠金代用有価証券が748百万円増加したこと等によります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ574百万円減少し、8,961百万円となりました。 

 これは主に四半期純損失215百万円の計上、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３四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988百万円

減少し、当第３四半期累計期間末には2,592百万円となりました。なお、当第３四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426百万円（前年同期985百万円の支出）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87百万円（前年同期461百万円の支出）となりました。これは主に固定資産の取 

得及び投資有価証券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474百万円（前年同期463百万円の支出）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３四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10月30日に公表いたしました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。  

  

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 7,478,452 6,942,523

受取手形及び売掛金 136,451 115,141

委託者未収金 343,156 520,683

商品 488,313 434,669

保管有価証券 3,878,368 3,130,213

差入保証金 11,123,746 7,017,292

委託者差金 503,835 5,606,507

外国為替取引預け金 2,414,557 1,482,807

その他 1,885,700 2,056,914

貸倒引当金 △500,241 △616,761

流動資産合計 27,752,339 26,689,991

固定資産   

有形固定資産 509,610 531,902

無形固定資産 88,623 62,575

投資その他の資産   

投資有価証券 112,365 375,204

固定化営業債権 3,184,226 3,388,970

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 3,752,313 3,693,155

貸倒引当金 △3,761,516 △3,984,417

投資その他の資産合計 4,487,389 4,672,911

固定資産合計 5,085,623 5,267,389

資産合計 32,837,962 31,957,381

負債の部   

流動負債   

買掛金 179,650 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 26,500 15,758

賞与引当金 － 92,819

預り証拠金 18,505,969 17,747,976

預り証拠金代用有価証券 3,878,368 3,130,213

その他 542,874 509,269

流動負債合計 23,345,362 21,804,853

固定負債   

長期借入金 62,000 168,000

退職給付引当金 385,216 377,309

その他 37,492 47,516

固定負債合計 484,708 592,825



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 45,924 23,123

特別法上の準備金合計 45,924 23,123

負債合計 23,875,995 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 3,810,985 4,341,311

自己株式 △208,403 △163,726

株主資本合計 8,967,803 9,542,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,836 △6,228

評価・換算差額等合計 △5,836 △6,228

純資産合計 8,961,967 9,536,578

負債純資産合計 32,837,962 31,957,381



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

受取手数料 3,672,424 4,308,174

売買損益 △32,750 135,751

その他 364,468 87,209

営業収益合計 4,004,142 4,531,135

営業費用 5,584,328 4,784,975

営業損失（△） △1,580,185 △253,840

営業外収益   

受取利息 40,550 10,983

受取配当金 2,173 1,772

倉荷証券保管料 － 8,491

為替差益 － 5,953

その他 23,623 5,172

営業外収益合計 66,347 32,373

営業外費用   

支払利息 14,855 10,525

投資有価証券売却損 45,067 －

為替差損 387,305 －

敷金解約損 － 2,385

その他 1,962 3,000

営業外費用合計 449,190 15,910

経常損失（△） △1,963,028 △237,378

特別利益   

商品取引責任準備金戻入額 148,542 139,926

貸倒引当金戻入額 － 52,460

賞与引当金戻入額 － 35,533

株式受贈益 27,063 －

償却債権取立益 6,982 17,508

特別利益合計 182,588 245,429

特別損失   

固定資産除売却損 1,058 1,085

投資有価証券評価損 1,425 －

商品取引責任準備金繰入額 122,440 162,727

減損損失 － 2,270

貸倒引当金繰入額 123,350 －

特別損失合計 248,274 166,082

税引前四半期純損失（△） △2,028,714 △158,031

法人税、住民税及び事業税 19,760 17,185

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

－ 132,134

法人税等調整額 △820,080 △91,585

法人税等合計 △800,320 57,734

四半期純損失（△） △1,228,394 △215,765



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △2,028,714 △158,031

減価償却費 38,677 49,566

減損損失 － 2,270

貸倒引当金の増減額（△は減少） 525,037 △339,421

賞与引当金の増減額（△は減少） △105,404 △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） △639 7,907

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △26,101 22,800

受取利息及び受取配当金 △42,724 △12,755

支払利息 14,855 10,525

投資有価証券売却損益（△は益） 45,067 －

固定資産除売却損益（△は益） 1,058 1,085

投資有価証券評価損益（△は益） 1,425 －

株式受贈益 △27,063 －

委託者未収金の増減額（△は増加） △222,310 382,270

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） 1,656,284 △1,524,646

たな卸資産の増減額（△は増加） 386,293 △53,643

委託者未払金の増減額（△は減少） △2,386 7,751

委託者差金の増減額（△は増加） 293,126 5,102,671

差入保証金の増減額（△は増加） 11,380,699 △4,106,454

預り証拠金の増減額（△は減少） △19,759,303 757,993

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） △2,857,670 748,154

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） 7,983,105 △931,749

その他 1,946,562 △161,642

小計 △850,125 △288,168

利息及び配当金の受取額 42,522 6,766

利息の支払額 △8,786 △6,274

法人税等の支払額 △169,114 △138,578

営業活動によるキャッシュ・フロー △985,503 △426,255

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 △7,609

有形固定資産の売却による収入 200 57

無形固定資産の取得による支出 － △44,619

投資有価証券の取得による支出 － △36,500

投資有価証券の売却による収入 62,059 －

貸付による支出 △520,000 －

貸付の回収による収入 1,200 1,180

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,081 △87,491



（単位：千円）

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

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △4,259 △9,732

自己株式の取得による支出 △33,384 △44,677

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 △463,730 △474,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,910,315 △988,717

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 4,236,373 2,592,876



 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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