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

23年3月期第3四半期 1,225 △46.6 △218 ― △99 ― △218 ―

22年3月期第3四半期 2,297 △20.5 270 △47.6 270 △44.5 91 △72.1

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3四半期 △1,834.73 ―

22年3月期第3四半期 758.38 757.99

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3四半期 4,939 3,866 77.7 32,560.35
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3四半期  3,840百万円 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  無  
（注）当四半期連結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）５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】５ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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3Q  127,996株 22年3月期  127,996株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  10,058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3Q  118,997株 22年3月期3Q  120,511株



(百万円未満切捨て) 

連結経営成績(会計期間)（平成22年10月１日～平成22年12月31日） 

(％表示は、対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

  

（参考）平成23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 ％

23年３月期第３四半期 445 △45.8 △14 ─ △18 ─ △30 ─

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

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３四半期 △260 65 ─
22年３月期第３四半期 △188 71 ─
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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

て配信を行っております。当第３四半期の配信開始日は、平成23年２月中旬を予定しておりま

す。 
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当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日～平成22年12月31日）においては、引き続き欧州債務危

機問題、先進諸国の雇用情勢及び不動産市況など不安材料を抱えながらも、世界経済は全般に堅調に推移

しました。株式市場でも、中国の利上げ懸念などから一時反落する場面もありましたが、年末にかけて堅

調に上昇トレンドを辿る市場が多く見られました。特に、米国で大型減税の延長を柱とする大規模な追加

景気刺激策が打ち出され、連邦準備制度理事会（FRB）からも米国債の購入拡大示唆など金融緩和方針の

継続が表明された12月は右肩上がりの展開となりました。11月上旬まで出遅れていた本邦株式市場も、

徐々に水準を切り上げ、日経平均株価も10,000円の大台を超えて年末を迎えることとなりました。 

この間、中国を中心とする新興国の存在感は増す一方で、世界経済の重要な担い手としての位置付けを

確固たるものにしました。中国がグローバルに資源及びその権益の買い手となっている動き、レアアース

輸出規制の動きなどを捉えて中国脅威論を唱える声もあがりましたが、一方では、10月末に中国共産党が

発表した「第12次５ヵ年計画（2011～15年）の草案」において、GDP伸び率の数値目標が削られ、環境重

視、貧富・地域間の格差是正などバランスのとれた成長を目指す姿勢が鮮明に打ち出されたことも注目さ

れました。 

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、日本や米国において追加的な金融緩和策が

打ち出される中、投資家のリスク許容度の高まりを受けた資金流入が見られたことから総じて堅調に推移

しました。これまで出遅れ感のあったエネルギー市場でも景気回復により燃料需要が増加するとの楽観論

が広がったことや主要消費地域である欧米の厳しい寒波を支援材料として、年末にかけてWTI原油価格が

90ドル台を突破し総じて堅調に推移しました。貴金属市場も総じて堅調に推移し、ドル建て金価格は、11

月前半に史上 高値となる1,400ドルを記録した後、年末にかけて1,400ドルを中心としたレンジ内での取

引が続きました。金については、安全資産としての価値と投資対象のリスク資産としての価値それぞれが

注目される中、更なる高値を試す可能性があるとの見方が広がっています。この他にも、銅・ゴム・綿花

など、史上 高値または数十年振りの高値を記録する銘柄が目立ちました。国内商品市場では、東京工業

品取引所における９月下旬からの夜間取引時間延長（朝４時まで）を受けて、徐々に出来高の底打ちが見

られつつあります。12月下旬には政府の「総合的な取引所検討チーム」の「中間整理」がとりまとめら

れ、１月からは「商品先物取引法」施行が控えるなど、今後の趨勢が注目されています。 
  

当社企業グループにおける、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376百万円

（45.8％）減少し、445百万円となりました。一方、営業費用は197百万円（30.0％）減少の460百万円と

なり、経常損失は18百万円（前年同四半期は130百万円の経常利益）となり、四半期純損失は30百万円

（前年同四半期は22百万円の四半期純損失）となりました。 
  
なお、平成22年９月21日に東京工業品取引所の取引時間が午前４時まで延長され、海外市場との重複時

間が大幅に増加したことに対応し、国内商品先物と海外商品先物の裁定取引を夜間に行う体制を整備した

ことに伴い、海外商品先物取引の重要性が著しく増加しました。外貨建証拠金を含む為替ポジションの管

理をトレーディング行為の一環として行っている中でのこうした状況を考慮し、経営成績をより適切に表

すために、当第３四半期連結会計期間より、従来営業外損益に表示しておりました海外先物取引の外貨建

証拠金から生じる為替差損益については、ディーリング事業収益及びプロップハウス事業収益に含めて表

示する方法に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失が35,076千円減少し

ておりますが、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 
  
また、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）、平成23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23年３月期第２四半期決算短信（平成22年10月29日開示）をご参照くださ

い。 

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
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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３四半期も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大きく減少しました。 

一方、当社が開発した商品指数Astmax Commodity Index (AMCI）については、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が評価されていることもあって、着実に運用資産を増やし

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、引き続き既存の運

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。この中で、平成23年１月には、AMCIを軸とした新たな適格機関投資家限定の投資

信託に関して、投資運用会社１社からの運用受託を開始することが決まっております。 

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。 

・「WTI原油先物連動型」プログラムの運用資産は、12月末には83.9億円となり、約21.7億円減少しま

した。 

・「金先物連動型」プログラムの運用資産は、12月末には28.3億円となり、約6.8億円減少しました。 

・「Astmax Commodity Index (AMCI）連動型」プログラムの運用資産は、12月末には61.7億円となり、

約15.2億円増加しました。 

・「アストジェネシス」プログラムの運用資産は、12月末には15.8億円となり、約5.1億円減少しまし

た。 

・「コモディティ・バスケット型」プログラムの運用資産は、12月末には９月末と同水準の4.3億円と

なりました。（約1.6百万円の微増） 

・商品運用に付随する債券運用戦略等は、12月末には84.3億円となり、約10.0億円増加しました。 

・ポートフォリオ・マネジメント業務の運用資産は、12月末には19.7億円となり、約0.2億円減少しま

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。 

なお、「アストマックス・コモディティ・グローバル・マクロ」プログラムにつきましては、平成22

年12月をもって当該プログラムを採用するファンドが償還されました。 

当事業全体の運用資産残高は、平成22年９月末の300億円から当第３四半期末には291億円になり、約

9.5億円減少しました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は39百万円となりました。 
  

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３四半期の市場環境は、ドル建て金価格が１オンス1,300ドル前半で値固めを行った後、年末に

は1,400ドル超えを窺う動きを見せました。しかしながら基本的には1,400ドルを中心としたレンジ内で

の取引が続き、海外商品先物市場・OTC市場を絡めた裁定取引機会は未だ大きく改善された状況とはい

えません。 

一方で、海外商品先物市場の堅調地合い及び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

９月下旬以降の夜間取引時間延長（朝４時まで）を受け、同取引所の出来高は徐々に底打ちが見られる

ことや、平成23年１月から東京穀物商品取引所の農産品が東京工業品取引所で取引可能となること等に

より、収益機会増大の環境は徐々にではありますが、整いつつあるものと思われます。 

このような環境下、引き続き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一方、取引システムの高速化及び高度化を図り収益拡大を目指しております。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は270百万円となりました。 

（※）OTC市場とは、取引所を介さない相対取引の市場のこと。 

  

[投資顧問事業]

[ディーリング事業]
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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ます。東京工業品取引所の夜間取引時間の延長に伴い、現在海外商品市

場への取り組み比率を徐々に引き上げております。 

当第３四半期の施策として、ディーラーの追加採用、柔軟なフレックスタイム制活用、在宅ディーリ

ング環境の普及、自動売買の促進、取引端末の効率化等、収益・コスト両面での環境整備を進めまし

た。 

国内商品市場の出来高は、高騰著しかった貴金属が一部回復したものの、全般的に低迷が続く一方

で、一部の市場にはアルゴリズム取引と思われる高速取引が参入してきており、収益環境としてははか

ばかしい改善を示しませんでした。 

その結果、貴金属では若干の増収となったものの、メインである石油関連の収益は横ばい、穀物その

他については大幅減少となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は135百万円となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.6％減少し、4,074百万円となりました。これは、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607百万円、繰延税金資産が33百万円減少し、現金及

び預金が535百万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36.3％減少し、864百万円となりました。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192百万円減

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10.8％減少し、4,939百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて21.2％減少し、849百万円となりました。これは、未払金が

170百万円、短期借入金が106百万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32.6％減少し、223百万円となりました。これは、長期借入

金が返済により124百万円減少し、リース債務が38百万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23.9％減少し、1,073百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.4％減少し、3,866百万円となりました。これは、利益剰

余金が、四半期純損失により218百万円、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。 

  

[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）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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３四半期連結累計期間では、営業費用が1,792千円増加し、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。 
  

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。 
  

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。 
  

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,110,296 1,575,075

営業未収入金 92,942 59,720

差入保証金 1,764,783 2,372,243

未収還付法人税等 14,547 1,922

繰延税金資産 － 33,502

その他 92,409 141,465

流動資産合計 4,074,979 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 △3,882 △28,895

建物（純額） 31,174 539

器具及び備品 68,957 88,904

減価償却累計額 △52,439 △65,506

器具及び備品（純額） 16,518 23,397

リース資産 36,839 －

減価償却累計額 △4,093 －

リース資産（純額） 32,745 －

有形固定資産合計 80,438 23,937

無形固定資産 22,593 16,276

投資その他の資産

投資有価証券 243,340 486,831

出資金 63,085 74,822

長期差入保証金 399,501 697,503

保険積立金 46,232 46,629

その他 11,009 11,980

貸倒引当金 △1,614 △1,685

投資その他の資産合計 761,555 1,316,082

固定資産合計 864,587 1,356,296

資産合計 4,939,567 5,540,225
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 6,199 26,738

短期借入金 347,000 453,400

1年内返済予定の長期借入金 125,000 128,200

1年内償還予定の社債 38,400 48,400

未払金 70,052 240,477

未払費用 15,388 16,282

未払法人税等 261 21,199

賞与引当金 10,604 32,765

インセンティブ給引当金 59,836 41,043

本社移転費用引当金 － 28,000

その他 176,786 40,907

流動負債合計 849,530 1,077,415

固定負債

社債 62,400 81,600

長期借入金 76,120 200,270

退職給付引当金 40,494 36,709

その他 44,696 13,400

固定負債合計 223,711 331,980

負債合計 1,073,241 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 1,101,667 1,349,832

自己株式 △225,632 △200,394

株主資本合計 3,841,185 4,114,588

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,082 △3,668

評価・換算差額等合計 △1,082 △3,668

新株予約権 26,222 19,909

純資産合計 3,866,325 4,130,829

負債純資産合計 4,939,567 5,540,225
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

営業収益

投資顧問事業収益 146,471 136,193

ディーリング事業収益 1,369,968 642,988

プロップハウス事業収益 780,940 446,680

営業収益合計 2,297,381 1,225,862

営業費用 2,027,017 1,444,558

営業利益又は営業損失（△） 270,364 △218,696

営業外収益

受取利息 115 83

為替差益 8,454 133,116

業務受託料 7,162 2,442

その他 5,237 442

営業外収益合計 20,970 136,084

営業外費用

支払利息 18,388 14,455

その他 2,003 2,555

営業外費用合計 20,392 17,011

経常利益又は経常損失（△） 270,941 △99,622

特別利益

貸倒引当金戻入額 410 71

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 30,772 831

特別損失

減損損失 68,289 －

投資有価証券売却損 － 18,932

投資有価証券償還損 － 28,684

情報提供契約解約損失 2,071 －

本社移転費用 － 27,744

その他 32,648 8,954

特別損失合計 103,010 84,316

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（△）

198,703 △183,108

法人税、住民税及び事業税 97,502 1,716

法人税等調整額 9,808 33,502

法人税等合計 107,311 35,218

四半期純利益又は四半期純損失（△） 91,392 △218,326
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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21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
 至 平成22年12月31日)

営業収益

投資顧問事業収益 57,973 39,585

ディーリング事業収益 543,627 270,098

プロップハウス事業収益 220,829 135,846

営業収益合計 822,430 445,530

営業費用 657,488 460,116

営業利益又は営業損失（△） 164,942 △14,586

営業外収益

受取利息 2 0

為替差益 － 150

業務受託料 2,391 714

その他 725 132

営業外収益合計 3,119 997

営業外費用

支払利息 5,172 4,935

為替差損 32,512 －

その他 142 214

営業外費用合計 37,827 5,150

経常利益又は経常損失（△） 130,234 △18,738

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 － 12,065

貸倒引当金戻入額 55 26

特別利益合計 55 12,091

特別損失

減損損失 68,289 －

固定資産除却損 － 7,329

投資有価証券償還損 － 16,654

その他 29,730 －

特別損失合計 98,019 23,984

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（△）

32,269 △30,631

法人税、住民税及び事業税 81,082 261

法人税等調整額 △26,181 －

法人税等合計 54,901 261

四半期純損失（△） △22,631 △30,893
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

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22年４月１日 至 平成22年12月31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 当第３四半期連結累計期間において市場から25,237千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３四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 ─ ─ △ 218,326 ─ △ 218,326

 自己株式の取得 ※２ ─ ─ ─ △ 25,237 △ 25,237

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ ─ △ 248,165 △ 25,237 △ 273,403

当第３四半期連結会計期間末残高 1,720,000 1,245,150 1,101,667 △ 225,632 3,841,185
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