
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注１）当四半期における配当予想の修正有無：無 

（注２）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日におけ

る配当予想額は未定であります。 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

 当社グループの業績は、為替市場の動向により大きく変動することから、業績予想が投資者の合理的な投資判断の

形成に有用ではないと考えております。このため当社では業績予想の開示に代えて、当社グループの業績の実績値

（主に営業収益、営業利益、経常利益）が前年同期または前年同四半期の実績値等と比較して一定以上の変動が生じ

た場合には、決算の速報として概算値を開示しております。 
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（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  651  △6.6  16 ―  24 ―  21 ― 

22年3月期第１四半期  697  △16.8  △89 ―  △77 ―  △193 ― 

  
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  3  69 ―      

22年3月期第１四半期  △32  45 ―      

  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  34,227  4,868  14.2  839  41

22年3月期  33,199  4,858  14.6  833  36

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 4,868百万円 22年3月期 4,858百万円

  
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 ―      0 00  0  00

23年3月期 ―      

23年3月期（予想） ―      ―      ―      ―      



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「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 

（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。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中です。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 6,543,700株 22年3月期 6,543,700株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 743,422株 22年3月期 713,122株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 5,821,098株 22年3月期１Ｑ 5,967,906株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期連結会計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日）におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊

急経済対策を始めとする政策の効果などを背景に、企業収益の改善が続き、景気の自律的回復の兆候が認識されま

した。しかしながら、アメリカ・欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念や金融資本市場の変動に加え、デフレ進

行や雇用情勢の悪化懸念など、景気の下振れ懸念が消えない状況が続きました。 

（外国為替証拠金取引業）  

 為替市場においては、米国市場金利の上昇を受け、4月初旬に1ドル＝94円台後半をつけました。その後は米国市

場金利が一転して低下に向かい、同月中旬に91円台後半まで円高が進みました。その後、ギリシャ問題に係る懸念

の一時的後退などを受けて円安基調となりましたが、5月6日に発生したNYダウの急落により、瞬間的に87円台をつ

けました。また、同月下旬にも欧州債務問題を要因とした株価急落により、再び90円台を割り込みました。 

 5月下旬から6月初旬にかけては、急速な円高の反動から円安基調となったものの、それ以降は変動要因が乏し

く、おおむね91円台の狭いレンジでの推移となりました。6月下旬に入ると長期金利が低下基調を強める中、FOMC

直後に90円台を割り込み、月末には88円台前半をつけました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間の東京金融取引所における取引所為替証拠金取引「くりっく365」の取引高は

32,209千枚（前年同四半期比69.2％増）、当社グループの取引高は4,928千枚（同43.1％増）となりました。 

（環境・省エネルギー支援サービス業） 

 国内の住宅用太陽光発電システムの販売市場は、平成21年度から実施されている太陽光発電システムへの補助金

交付が今年度も継続していることに加え、2009年11月から開始された「電力買取制度」など国策レベルで普及が推

進されていることから拡大傾向となっております。ただ、先行する国内メーカーの積極的な事業強化と後発の海外

メーカーによる価格攻勢によるシェア競争の段階に入っているほか、太陽光発電システムの販売業者も住宅業界や

電設・電器業界以外からの新規参入も散見され、競争激化も進みました。 

 このような経済・市場環境のもと、当社グループの受入手数料は609百万円（前年同四半期の受取手数料との比

較は13.8％減）となり、売上高は41百万円（前期は該当ありません）となりました。また、販売費及び一般管理費

は604百万円（前年同四半期の営業費用との比較は23.2％減）となりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの連結業績は、営業収益651百万円（前年同四半期比6.6％

減）、営業利益16百万円（前年同四半期は89百万円の営業損失）、経常利益24百万円（前年同四半期は77百万円の

経常損失）、四半期純利益21百万円（前年同四半期は193百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産等の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、流動資産が33,478百万円（前連結会計年度末比

1,083百万円増）、固定資産が748百万円（同55百万円減）となり、34,227百万円（同1,028百万円増）となりまし

た。 

 流動資産の増加は、主として前連結会計年度末比で現金及び預金が272百万円減少したものの、差入保証金が

1,321百万円増加したことによるものです。 

 固定資産の減少は、主として前連結会計年度末比で投資その他の資産のその他が62百万円減少したことによるも

のです。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債につきましては、流動負債が28,548百万円（同1,027百万円増）、固定

負債が754百万円（同13百万円減）となり、29,358百万円（同1,018百万円増）となりました。 

 流動負債の増加は、主として前連結会計年度末比で訴訟損失引当金が118百万円減少したものの、外国為替取引預

り証拠金が1,183百万円増加したことによるものです。 

 固定負債の減少は、主として前連結会計年度末比で繰延税金負債が9百万円減少したことによるものです。 

 純資産合計は4,868百万円となり、前連結会計年度末と比べ、9百万円の増加となりました。これは主として四半

期純利益を21百万円計上したことによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの業績は、為替市場の動向により大きく変動することから、業績予想が投資者の合理的な投資判断

の形成に有用ではないと考えております。このため当社では業績予想の開示に代えて、当社グループの業績の実績

値（主に営業収益、営業利益、経常利益）が前年同期または前年同四半期の実績値等と比較して一定以上の変動が

生じた場合には、決算の速報として概算値を開示しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．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１四半期連結会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化がない

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費の算定方法 

 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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

（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の適用  

 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、税金等調整前四半期純利益は、14,195千円減少しております。 

  

（４）表示方法の変更 

１．四半期連結貸借対照表  

 前第１四半期連結会計期間において、流動資産の「金銭の信託」に含めて表示しておりました外国為替証拠

金取引に関する金銭信託額は、「金融商品取引業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の施行に合わ

せ、流動資産の「預託金」として表示しております。 

 なお、前第１四半期連結会計期間の「金銭の信託」に含まれている「預託金」は920,142千円であります。 

  

２．四半期連結損益計算書  

 当社は「商品先物取引業統一経理基準」に基づき連結財務諸表を作成しておりましたが、商品先物取引受託

業務を廃止したことに伴い、以下のとおり表示科目を変更しております。  

① 「受取手数料」を「受入手数料」へ変更しております。 

② 「営業収益」より「売上原価」を控除した額を「純営業収益」として計上しております。 

③ 「営業費用」を「販売費及び一般管理費」へ変更しております。 

２．その他の情報
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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 4,012,802 4,285,014

預託金 1,400,000 1,400,000

売掛金 4,739 767

商品 12,490 2,491

差入保証金 27,845,235 26,523,501

未収還付法人税等 28,588 28,314

その他 174,912 154,858

流動資産合計 33,478,768 32,394,949

固定資産   

有形固定資産 87,315 84,782

無形固定資産 112,587 119,865

投資その他の資産 549,077 599,851

投資有価証券 254,518 267,058

その他 562,083 624,632

貸倒引当金 △267,523 △291,839

固定資産合計 748,981 804,499

資産合計 34,227,749 33,199,448

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,981 9,762

未払法人税等 3,706 11,917

賞与引当金 3,568 －

外国為替取引預り証拠金 28,274,774 27,091,400

訴訟損失引当金 73,561 192,045

その他 179,563 215,342

流動負債合計 28,548,154 27,520,466

固定負債   

繰延税金負債 41,634 51,622

役員退職慰労引当金 324,120 320,720

負ののれん 388,856 396,193

長期リース資産減損勘定 － 49

固定負債合計 754,610 768,586

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 56,157 51,430

特別法上の準備金合計 56,157 51,430

負債合計 29,358,923 28,340,482
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500,000 2,500,000

資本剰余金 60,749 60,749

利益剰余金 2,506,311 2,484,853

自己株式 △240,070 △235,909

株主資本合計 4,826,990 4,809,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,835 49,271

評価・換算差額等合計 41,835 49,271

純資産合計 4,868,826 4,858,965

負債純資産合計 34,227,749 33,199,448
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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   

受取手数料 707,311 －

受入手数料 － 609,708

売買損益 △13,634 －

売上高 － 41,595

その他 4,269 594

営業収益合計 697,946 651,898

売上原価 － 30,938

純営業収益 － 620,959

営業費用 787,275 －

販売費及び一般管理費 － 604,796

営業利益又は営業損失（△） △89,328 16,163

営業外収益   

受取利息 437 250

受取配当金 3,717 2,534

負ののれん償却額 7,336 7,336

その他 2,299 1,490

営業外収益合計 13,791 11,611

営業外費用   

創立費償却 180 －

貸倒引当金繰入額 － 1,690

為替差損 1,297 1,537

減価償却費 17 0

その他 55 59

営業外費用合計 1,550 3,288

経常利益又は経常損失（△） △77,087 24,487
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（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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 31,943 －

訴訟損失引当金戻入額 － 14,333

出資金償還益 137,796 －

その他 － 12

特別利益合計 169,739 14,346

特別損失   

固定資産除却損 389 9

減損損失 15,053 －

商品取引責任準備金繰入額 7,476 －

金融商品取引責任準備金繰入れ 3,779 4,727

出資金償還損 127,511 －

ゴルフ会員権評価損 2,649 －

割増退職金 1,479 2,156

システム解約違約金 19,800 －

原状回復費用 25,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,195

特別損失合計 203,139 21,088

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（△）

△110,486 17,744

法人税、住民税及び事業税 88,479 1,171

法人税等調整額 △5,311 △4,884

法人税等合計 83,167 △3,713

四半期純利益又は四半期純損失（△） △193,654 21,457
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該当事項はありません。 

  

  

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
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