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(注)  配当予想の当四半期における修正の有無 ：無 

23年３月期の配当予想に関しましては、未定とさせていただいております。 

  

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、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。詳細は当社ウ

ェブサイトをご参照ください。  
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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 514 △26.1 △31 ─ 11 103.8 △35 ─

22年３月期第１四半期 696 △14.4 4 △77.9 5 △73.5 21 ─

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

23年３月期第１四半期 △301 17 ─

22年３月期第１四半期 181 05 180 95

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 5,530 4,054 72.9 33,783 71

22年３月期 5,540 4,130 74.2 34,443 38

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 4,032百万円 22年３月期 4,110百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 0 00 ─ 250 00 250 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) ─ ─ ─ ─

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）



 

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

（注意事項） 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

・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等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・配当予想に関しましては、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ま

すが、平成23年３月期につきましては、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。 

  

4. その他（詳細は〔添付資料〕３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ─ 社 (            )、除外 ─ 社 (            )

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 127,996株 22年３月期 127,996株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 8,643株 22年３月期 8,643株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 119,353株 22年３月期１Ｑ 121,323株
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て動画配信を行っております。当第１四半期の配信開始日は、平成22年８月中旬を予定してお

ります。 
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当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）においては、４月には、世界的な

景気回復期待の高まりを受けて先進各国の株式市場は堅調に推移していましたが、５月以降は、ギリシャ

問題をはじめとする欧州における信用不安に加え、欧州各国が緊縮財政策をとる方針を明らかにしたこと

を受けて、景気低迷が長期化するとの見方が急速に広がりました。その後も、米国や中国の経済指標の悪

化を材料に、株式市場は大幅安となりました。中でも、５月６日にNYダウが一時1,000ドル近い下げを見

せたことは、市場の注目を集めました。 

一方、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、５月以降、安全資産として金が堅調

に推移する一方、石油・非鉄金属など景気の影響を受け易い銘柄を中心に大幅安となりました。４月上旬

に85ドルを越えていた米国WTI原油先物価格は、５月には65ドル割れまで下落する場面がありました。そ

の中で、東京工業品取引所の円建ての金先物価格は、１グラム当たり3,700円を越える高値を付ける場面

もありましたが、円高の進展と共に６月末には水準を切り下げています。 
  

当社企業グループにおける、当第１四半期連結会計期間の営業収益は前年同四半期比181百万円

（26.1％）減少し、514百万円となりました。一方、営業費用は146百万円（21.2％）減少の545百万円と

なり、経常利益は５百万円（103.8％）増加の11百万円となりました。また、当第１四半期連結会計期間

に本社移転に係る費用が26百万円、投資有価証券の売却損失18百万円等が発生し、合計47百万円の特別損

失を計上したことにより、四半期純損失は35百万円（前年同四半期は21百万円の四半期純利益）となりま

した。 
  

セグメントごと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。 

顧客資産の運用業務においては、当社が開発・作成した商品指数Astmax Commodity Index (AMCI）

が、昨年に引き続き平成22年においても、世界に数ある商品指数の中で相対的に高いパフォーマンスを

示しております。また、アクティブ型の運用プログラムにつきましても、本年度に入ってから世界的に

ヘッジファンド等の運用成績が大きく落ち込んでいる中、「アストジェネシス」は、比較的安定した運

用成績となっています。この様な状況下、当事業では、当社の得意とする商品運用に関して、既存の運

用プログラムを伸ばすことに加え、新規の運用プログラムの取り扱いを始めることで受託運用資産の増

加を目指す取り組みを進めております。 

当第１四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。 

・「WTI原油先物連動型」プログラムの運用資産は、６月末には133.9億円となり、前期末比で約24.5億

円減少しました。 

・ ２月より運用が開始された「金先物連動型」プログラムの運用資産は、６月末には29.5億円とな

り、前期末比で約7.8億円減少しました。 

・「Astmax Commodity Index (AMCI）連動型」プログラムの運用資産は、６月末には40.9億円となり、

前期末比で約1.5億円減少しました。 

・「アストジェネシス」プログラムの運用資産は、６月末には21.3億円となり、前期末比で約1.0億円

増加しました。 

・「アストマックス・コモディティ・グローバル・マクロ」プログラムの運用資産は、６月末には9.9

億円となり、前期末比で約0.7億円減少しました。 

・「コモディティ・バスケット型」プログラムの運用資産は、６月末には4.0億円となり、前期末比で

約0.2億円減少しました。 

・商品運用に付随する債券運用戦略等は、６月末には78.2億円となり、前期末比で約0.4億円増加しま

した。 

・ポートフォリオ・マネジメント業務の運用資産は、年金基金の既存運用についての資産減少に伴い、

６月末には20.3億円となり、前期末比で約4.9億円減少しました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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当事業全体の運用資産残高は、平成22年３月末の376億円から当第１四半期末には338億円になり、約

38.2億円減少しました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は50百万円となりました。 
  

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。 

当第１四半期の市場環境は、前述のとおり比較的大きな値動きとなり、当事業にとって好ましいもの

でしたが、当事業の主たる取引参加市場である東京工業品取引所の出来高は大きな回復に至らず、海外

商品先物市場・OTC市場を絡めた裁定取引機会の増大には繋がりませんでした。 

このような環境下、前期のCOMEX及びIMM会員権取得により、海外市場へのシフトが徐々に進んでお

り、国内商品先物市場の出来高低下に対する対応が進展しております。 

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１四半期も第一位となりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は285百万円となりました。 

（※）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、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、前期半ばより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、自動売買の普及

促進等、より柔軟で多面的な運用を行なうための手立てを段階的に講じてきました。結果として、ディ

ーラーの勤務時間を月次で管理、７割を超えるディーラーが在宅環境、数名のディーラーが自動売買手

法を併用したディーリング手法を確立するという状況となり、来る本年９月からの東京工業品取引所の

取引時間延長に備えた体制をほぼ整えるに至りました。 

しかしながら、主力の東京工業品取引所の出来高の低下に歯止めがかからず収益環境はさらに悪化、

とりわけ金の裁定取引が不調に推移する中、６月に上位ディーラー１名が退社することとなり、当事業

の収益は所期の成果を残すことができませんでした。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は178百万円となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、4,195百万円となりました。これは、商品が金

の現受けにより208百万円増加し、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192百万円

減少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1.6％減少し、1,334百万円となりました。これは、投資有価

証券が売却により46百万円、評価減により12百万円、長期差入保証金が資産除去債務に関する会計基準

の適用により19百万円減少し、建物（設備造作）及びリース資産が本社移転に伴い67百万円増加したこ

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0.2％減少し、5,530百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.7％増加し、1,171百万円となりました。これは、その他流

動負債に含まれるデリバティブ取引に係る評価差金が247百万円増加し、未払金が174百万円減少したこ

と等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて8.2％減少し、304百万円となりました。これは、長期借入金

が返済により58百万円減少し、リース債務が32百万円増加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4.7％増加し、1,475百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.9％減少し、4,054百万円となりました。これは、利益剰

余金が、四半期純損失により35百万円、剰余金の配当により29百万円減少したこと等によるものです。
  

[ディーリング事業]

[プロップハウス事業]

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）
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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、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。詳細は当社ウ

ェブサイトをご参照ください。 
  

該当事項はありません。 

  

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、並びに一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末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。 
  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20

年３月31日)を適用しております。 

これにより、営業費用が597千円増加し、営業損失が同額増加し、経常利益が同額減少し、税金等調

整前四半期純損失が同額増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は17,808千円であります。 
  

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成20年12

月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)、「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号  平成20年12月26

日)を適用しております。 
  

  

該当事項はありません。 

  

当社は、長期的に企業価値を高め、株主の皆様へ還元することが、企業として も重要な課題である

と考えており、従来より連結純利益の30％を目処に配当を行うことを基本方針としております。 

剰余金の配当予想につきましては、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

ロップハウス事業の業績が経済情勢や相場環境によって大きな影響を受け、業績予想が困難であるため

上記方針のみを提示させていただきます。 
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 当四半期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特有の会計処理の概要

（繰延税金資産の回収可能性の判断）

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（資産除去債務に関する会計基準等の適用）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

(5) 配当予想に関する補足説明
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,614,197 1,575,075

営業未収入金 97,134 59,720

商品 208,919 －

差入保証金 2,180,021 2,372,243

繰延税金資産 34,035 33,502

その他 60,966 143,387

流動資産合計 4,195,274 4,183,929

固定資産

有形固定資産

建物 34,568 29,434

減価償却累計額 △962 △28,895

建物（純額） 33,606 539

器具及び備品 68,957 88,904

減価償却累計額 △46,872 △65,506

器具及び備品（純額） 22,085 23,397

リース資産 36,839 －

減価償却累計額 △1,023 －

リース資産（純額） 35,815 －

有形固定資産合計 91,507 23,937

無形固定資産 16,731 16,276

投資その他の資産

投資有価証券 427,805 486,831

出資金 68,641 74,822

長期差入保証金 673,569 697,503

保険積立金 46,497 46,629

その他 11,650 11,980

貸倒引当金 △1,655 △1,685

投資その他の資産合計 1,226,509 1,316,082

固定資産合計 1,334,748 1,356,296

資産合計 5,530,023 5,540,225
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 41,820 26,738

短期借入金 483,800 453,400

1年内返済予定の長期借入金 128,200 128,200

1年内償還予定の社債 48,400 48,400

未払金 65,805 240,477

未払費用 27,724 16,282

未払法人税等 3,541 21,199

賞与引当金 － 32,765

インセンティブ給引当金 80,713 41,043

本社移転費用引当金 － 28,000

その他 291,276 40,907

流動負債合計 1,171,283 1,077,415

固定負債

社債 81,600 81,600

長期借入金 142,220 200,270

退職給付引当金 37,324 36,709

その他 43,455 13,400

固定負債合計 304,600 331,980

負債合計 1,475,883 1,409,395

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 1,284,048 1,349,832

自己株式 △200,394 △200,394

株主資本合計 4,048,804 4,114,588

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △16,617 △3,668

評価・換算差額等合計 △16,617 △3,668

新株予約権 21,952 19,909

純資産合計 4,054,139 4,130,829

負債純資産合計 5,530,023 5,540,225
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

営業収益

投資顧問事業収益 29,015 50,693

ディーリング事業収益 406,051 285,218

プロップハウス事業収益 261,538 178,774

営業収益合計 696,605 514,686

営業費用 692,428 545,970

営業利益又は営業損失（△） 4,176 △31,284

営業外収益

受取利息 4 26

為替差益 2,820 46,398

業務受託料 2,376 1,014

受取手数料 2,772 －

その他 1,178 242

営業外収益合計 9,151 47,682

営業外費用

支払利息 6,454 4,702

その他 1,192 117

営業外費用合計 7,646 4,819

経常利益 5,682 11,578

特別利益

貸倒引当金戻入額 210 30

関係会社株式売却益 30,352 －

新株予約権戻入益 － 307

特別利益合計 30,562 337

特別損失

固定資産除却損 2,565 1,624

投資有価証券売却損 － 18,932

情報提供契約解約損失 2,071 －

本社移転費用 － 26,955

特別損失合計 4,636 47,513

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（△）

31,607 △35,597

法人税、住民税及び事業税 955 882

法人税等調整額 8,686 △533

法人税等合計 9,641 348

四半期純利益又は四半期純損失（△） 21,965 △35,945
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
(単位：千円) 

 
※ 平成22年６月に剰余金の配当を行いました。 

  

  

(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 1,349,832 △ 200,394 4,114,588

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 ※ ─ ─ △ 29,838 ─ △ 29,838

 四半期純損失 ─ ─ △ 35,945 ─ △ 35,945

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ ─ △ 65,784 ─ △ 65,784

当第１四半期連結会計期間末残高 1,720,000 1,245,150 1,284,048 △ 200,394 4,048,804
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