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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 780 △47.1 △204 ― △80 ― △187 ―

22年3月期第2四半期 1,474 △14.7 105 △53.5 140 △43.6 114 △41.0

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2四半期 △1,571.98 ―

22年3月期第2四半期 943.87 943.14

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2四半期 5,087 3,909 76.4 32,724.63
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2四半期  3,885百万円 22年3月期  4,110百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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。 

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 ― 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,835 △34.4 △133 ― △16 ― △124 ― △1,042.09



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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  無  
（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 

（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。 

※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等について
は、四半期決算短信（添付資料）４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。 
平成23年３月期の配当予想につきましては、今後の業績等を勘案した上で決定させていただきたいと考えており、予想額の開示が可能となった時点で速
やかに開示いたします。詳細は四半期決算短信（添付資料）４ページ「配当予想に関する補足説明」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」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・プロップ・トレーダーズ
株式会社

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  127,996株 22年3月期  127,996株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  9,264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2Q  119,234株 22年3月期2Q  120,805株



(百万円未満切捨て) 

連結経営成績(会計期間)（平成22年７月１日～平成22年９月30日） 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

（参考）平成23年３月期第２四半期（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 ％

23年３月期第２四半期 265 △65.9 △172 ─ △92 ─ △151 ─

22年３月期第２四半期 778 △14.9 101 △51.3 135 △40.8 92 △53.3

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２四半期 △1,271 75 ─
22年３月期第２四半期 765 29 764 56
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※ 当社は四半期ごとに、事業・業績に関するオンライン説明会として、当社ホームページ内に

て動画配信を行っております。当第２四半期の配信開始日は、平成22年11月中旬を予定してお

ります。 
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当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日～平成22年９月30日）においては、７月初めには米国に

おける住宅販売指数及び景況感指数の低下、中国における景気指数や在庫指数の悪化など経済のマイナス

面に焦点が当たっていましたが、７月下旬に発表された欧州の金融機関に対するストレステスト結果が市

場予想より良い結果であったことが支援材料となったこともあり、欧米株式市場が反発に転じました。そ

の後８月には欧州株式市場は弱含みとなる局面もありましたが、９月には、逆に更なる金融緩和期待が広

がったことなどを受けて大幅に上昇しました。新興国市場でも、中国では足踏みが続いていますが、その

他の株式市場は力強い動きをしました。一方、本邦株式市場は、円高によるデフレの進行と企業収益の低

下見通しなどから独歩安の状態が続いていました。 ９月15日には82円台に突入したドル円市場に対し、

政府・日銀による大規模な円売りドル買い介入が行われると反発し、年初来安値からは切り返しました。

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、ロシアによる穀物の輸出禁止、カナダから

米国への石油パイプラインの停止など、市場の支援材料となるニュースが相次ぎました。銅は年初来高値

を更新し、コーヒー・綿花や銀の様に数十年振りの高値にまで上昇する銘柄も相次ぎました。中でも、ド

ル建て金価格は９月末には１オンス1,300ドルを突破し、史上 高値を大きく更新しました。金は、７

月・８月は安全資産としての位置付けが強調され、金融市場にとって楽観的な材料で下落し、悲観的な材

料で上昇する値動きが見られましたが、９月になると、米国の金融緩和観測を受けて、株式市場と共に上

昇する展開となりました。一方、国内商品市場では、９月下旬から夜間取引時間が午後11時までから朝４

時までに延長されましたが、これまでのところ、出来高の回復には至っておりません。 
  

当社企業グループにおける、当第２四半期連結会計期間の営業収益は前年同四半期比512百万円

（65.9％）減少し、265百万円となりました。一方、営業費用は238百万円（35.2％）減少の438百万円と

なり、経常損失は92百万円（前年同四半期は135百万円の経常利益）となりました。また、当第２四半期

連結会計期間に投資有価証券の評価損及び償還損合計24百万円が発生した事などにより、四半期純損失は

151百万円（前年同四半期は92百万円の四半期純利益）となりました。 
  
なお、平成23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23年３月期

第１四半期決算短信（平成22年７月30日開示）をご参照ください。 

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、当第２四半期は、アクティブ型の運用プログラムの運用成績が低迷

し、「WTI原油先物連動型」等の市場連動型プログラムの運用資産も減少しました。一方、当社が開発

した商品指数Astmax Commodity Index (AMCI）については、昨年に引き続き平成22年においても、公表

されている多くの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。この様な状況下、当

事業では、AMCIを活用した運用資産の増大を中心に据えつつ、既存の運用プログラムの運用成績向上、

新規運用戦略の開発と提案を通じて、受託運用資産増加を目指す取り組みを進めております。 

当第２四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、９月末には105.6億円となり、約28.3億円減少しま

した。 

・「金先物連動型」プログラムの運用資産は、９月末には28.3億円となり、約1.2億円減少しました。 

・「Astmax Commodity Index (AMCI）連動型」プログラムの運用資産は、９月末には46.5億円となり、

約5.6億円増加しました。 

・「アストジェネシス」プログラムの運用資産は、９月末には20.9億円となり、約0.4億円減少しまし

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、９月末には0.8

億円となり、約9.1億円減少しました。 

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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・「コモディティ・バスケット型」プログラムの運用資産は、９月末には4.2億円となり、約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、９月末には74.2億円となり、約3.9億円減少しました。 

・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、

９月末には19.9億円となり、約0.4億円減少しました。年金基金に対するテーラーメイドによる運用

業務としての本業務は、平成21年12月にご報告の通り、既存顧客への対応に業務を限定しておりま

す。 

当事業全体の運用資産残高は、平成22年６月末の338億円から当第２四半期末には300億円になり、約

37.5億円減少しました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は45百万円となりました。 
  

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

（※）も利用して自己勘定による売買取引を行っております。 

当第２四半期の市場環境は、前述のとおりドル建て金価格が１オンス1,300ドルを突破し、史上 高

値を大きく更新しました。特に８月以降はほぼ一貫して上昇基調を維持する展開となり、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、フレックスタイム制、部分在宅制を 大限に活用し、流動性の高い時間帯に集中

して取引を行うことを引き続き行っております。また、前期のCOMEX及びIMM会員権取得による海外市場

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。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は87百万円となりました。 

（※）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勘定による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、フレックスタイム制、在宅ディーリング環境整備、自動売買普及促進等、柔軟で多面的な運用を

行うための環境を構築しております。 

本年９月21日より東京工業品取引所の取引時間が午前４時まで延長されたことによって、当四半期末

においては、海外市場とのリンクは更に強まり、当事業の海外市場への取り組み比率は目論み通りさら

に高まっておりますが、期中を通じては同所出来高が想定以上に低下したこと及び、市場全体が金を除

き価格変動に乏しい状況であったことから、収益機会に恵まれず、業績は低下を余儀なくされました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は132百万円となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.2％減少し、4,132百万円となりました。これは、繰延税金

資産が33百万円、営業未収入金が21百万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29.6％減少し、954百万円となりました。これは、長期差入

保証金が吸収合併に伴う返還により209百万円、投資有価証券の一部を償還したことにより100百万円減

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8.2％減少し、5,087百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて17.2％減少し、892百万円となりました。これは、未払金が

133百万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14.0％減少し、285百万円となりました。これは、長期借入

金が返済により64百万円減少し、リース債務が40百万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16.4％減少し、1,177百万円となりました。 

[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）
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.4％減少し、3,909百万円となりました。これは、利益剰

余金が、四半期純損失により187百万円、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。 
  

当社企業グループの事業は、時々の経済情勢や商品・証券・為替等の市場環境から大きな影響を受ける

ため、将来の業績を予想することは難しく、実際の業績とは異なる結果となる可能性がありますが、平成

23年３月期通期の業績予想につきましては、現時点では平成22年10月21日に公表いたしました通期の業績

予想に変更はありません。 

今後、何らかの変更がある場合には適切に開示してまいります。 
  

前連結会計年度末において当社の連結子会社であったアストマックス・プロップ・トレーダーズ株式

会社は、平成22年７月１日付で、当社を存続会社とし、当社の特定子会社である当該子会社を消滅会社

とする吸収合併を行ったことに伴い、消滅いたしました。 
  

該当事項はありません。 
  

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。 

これにより当第２四半期連結累計期間では、営業費用が1,195千円増加し、営業損失、経常損失及び

税金等調整前四半期純損失が同額増加しております。 
  

企業結合等が当第２四半期連結会計期間に行われたことに伴い、「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。 
  

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。 

しかしながら、平成23年３月期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るた

め、現時点においては配当予想を未定とさせて頂きます。 
  

（純資産）

(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の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(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) 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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,187,266 1,575,075

営業未収入金 37,906 59,720

差入保証金 1,776,671 2,372,243

繰延税金資産 － 33,502

その他 130,953 143,387

流動資産合計 4,132,797 4,183,929

固定資産

有形固定資産

建物 35,056 29,434

減価償却累計額 △2,418 △28,895

建物（純額） 32,637 539

器具及び備品 68,957 88,904

減価償却累計額 △49,655 △65,506

器具及び備品（純額） 19,302 23,397

リース資産 36,839 －

減価償却累計額 △2,558 －

リース資産（純額） 34,280 －

有形固定資産合計 86,220 23,937

無形固定資産 30,601 16,276

投資その他の資産

投資有価証券 331,770 486,831

出資金 64,666 74,822

長期差入保証金 385,096 697,503

保険積立金 46,365 46,629

その他 11,335 11,980

貸倒引当金 △1,640 △1,685

投資その他の資産合計 837,593 1,316,082

固定資産合計 954,415 1,356,296

資産合計 5,087,213 5,540,225
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 20,137 26,738

短期借入金 416,600 453,400

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 38,400 48,400

未払金 107,186 240,477

未払費用 31,532 16,282

未払法人税等 3,860 21,199

賞与引当金 － 32,765

インセンティブ給引当金 20,364 41,043

本社移転費用引当金 － 28,000

その他 126,137 40,907

流動負債合計 892,419 1,077,415

固定負債

社債 62,400 81,600

長期借入金 136,170 200,270

退職給付引当金 38,468 36,709

その他 48,433 13,400

固定負債合計 285,472 331,980

負債合計 1,177,891 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 1,132,560 1,349,832

自己株式 △211,663 △200,394

株主資本合計 3,886,048 4,114,588

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △587 △3,668

評価・換算差額等合計 △587 △3,668

新株予約権 23,861 19,909

純資産合計 3,909,322 4,130,829

負債純資産合計 5,087,213 5,540,225
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

営業収益

投資顧問事業収益 88,498 96,608

ディーリング事業収益 826,341 372,889

プロップハウス事業収益 560,110 310,833

営業収益合計 1,474,950 780,331

営業費用 1,369,529 984,442

営業利益又は営業損失（△） 105,421 △204,110

営業外収益

受取利息 112 83

為替差益 40,967 132,965

その他 9,283 2,038

営業外収益合計 50,363 135,087

営業外費用

支払利息 13,216 9,520

その他 1,861 2,340

営業外費用合計 15,077 11,861

経常利益又は経常損失（△） 140,707 △80,883

特別利益

貸倒引当金戻入額 355 45

関係会社株式売却益 30,362 －

新株予約権戻入益 － 760

特別利益合計 30,717 805

特別損失

固定資産除却損 2,918 1,624

投資有価証券売却損 － 18,932

投資有価証券評価損 － 12,065

投資有価証券償還損 － 12,030

情報提供契約解約損失 2,071 －

本社移転費用 － 27,744

特別損失合計 4,990 72,397

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（△）

166,434 △152,476

法人税、住民税及び事業税 16,419 1,455

法人税等調整額 35,990 33,502

法人税等合計 52,410 34,957

四半期純利益又は四半期純損失（△） 114,024 △187,433
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

営業収益

投資顧問事業収益 59,483 45,914

ディーリング事業収益 420,289 87,671

プロップハウス事業収益 298,572 132,059

営業収益合計 778,345 265,645

営業費用 677,100 438,471

営業利益又は営業損失（△） 101,245 △172,826

営業外収益

受取利息 108 56

為替差益 38,146 86,566

その他 2,956 782

営業外収益合計 41,211 87,405

営業外費用

支払利息 6,762 4,817

借入諸手数料 － 2,008

その他 669 214

営業外費用合計 7,431 7,041

経常利益又は経常損失（△） 135,025 △92,462

特別利益

貸倒引当金戻入額 145 15

関係会社株式売却益 10 －

新株予約権戻入益 － 452

特別利益合計 155 467

特別損失

固定資産除却損 353 －

投資有価証券評価損 － 12,065

投資有価証券償還損 － 12,030

その他 － 788

特別損失合計 353 24,883

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（△）

134,827 △116,879

法人税、住民税及び事業税 15,464 572

法人税等調整額 27,303 34,035

法人税等合計 42,768 34,608

四半期純利益又は四半期純損失（△） 92,058 △151,487
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
(単位：千円) 

 
※１ 平成22年６月に剰余金の配当を行いました。 

※２ 平成22年８月及び９月に市場から11,268千円を取得いたしました。 

  

(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２四半期連結会計期間末までの
変動額

 剰余金の配当 ※１ ─ ─ △ 29,838 ─ △ 29,838

 四半期純損失 ─ ─ △ 187,433 ─ △ 187,433

 自己株式の取得 ※２ ─ ─ ─ △ 11,268 △ 11,268

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ ─ △ 217,271 △ 11,268 △ 228,540

当第２四半期連結会計期間末残高 1,720,000 1,245,150 1,132,560 △ 211,663 3,886,048
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