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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 4,726 4.3 △200 ― △219 ― △649 ―

22年3月期第3四半期 4,531 13.2 △253 ― △237 ― △215 ―

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 △41.84 ―

22年3月期第3四半期 △13.81 ―

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 34,395 7,391 21.5 477.67
22年3月期 33,192 8,211 24.7 527.92

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,391百万円 22年3月期  8,211百万円

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  
 

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 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

10.00 10.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 7,100 16.4 720 ― 750 ― 330 ― 21.29



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P４「その他」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 16,227,207株 22年3月期  16,227,207株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  752,378株 22年3月期  673,578株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 15,517,370株 22年3月期3Q 15,623,189株

※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、金融商品取引法に基 
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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条件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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間における我が国経済は、アジア向け輸出の増加や、高成長が続く新興国経済からの恩恵を受

け緩やかではありますが回復傾向にあるものの、企業の景況感は円高等により若干悪化し、厳しい雇用環境や賃金の

伸び悩みなどから個人消費等には改善が見られず、先行きは不透明感が払拭されない状況となっております。  

 商品先物市場におきましては、世界的な景気回復期待を背景に商品相場は堅調に推移しましたが、依然として流動

性の減少等により国内商品先物市場の低迷に歯止めがかからず、当第３四半期累計期間全国商品取引所売買高は

45,791千枚（前年同期比11.5％減）となりました。 

 このような状況の中、当社におきましては、従来からの金を中心とした営業戦略に徹し、また、ＴＶＣＭ等を 大

限に活かした結果、金地金販売や先物取引における取組高等も増加傾向にあるものの、国内商品先物市場の低迷によ

る影響は避けられず、当第３四半期累計期間における商品取引委託者売買高は、677千枚（前年同期比7.4％減）とな

りました。 

 第３四半期会計期間においては営業収益が前四半期と比較し94.4％の増加となりました。 

 当社の商品先物取引取組高も平成22年９月末の38,951枚から12月には50,959枚と30.8％増加しております。しか

し、訴訟に伴う特別損失が254百万円と当社が保有する非上場株式１銘柄の減損処理19百万円を増加することとなっ

たため、第３四半期会計期間において税引前損失が91百万円発生することとなりました。 

 これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、営業収益4,726百万円（前年同期比4.3％増）、営業損失200百万

円（前年同期は253百万円の損失）、経常損失219百万円（前年同期は237百万円の損失）、四半期純損失649万円（前

年同期は215百万円の損失）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期累計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,202万円増加し、34,395百万円となりまし 

た。 

 これは主に委託者差金の増加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2,021百万円増加し、27,003百万円となりました。 

 これは主に預り証拠金が1,346百万円及び、預り証拠金代用有価証券が456百万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819百万円減少し、7,391百万円となりました。 

 これは主に四半期純損失の計上、及び配当金の支払い155百万円等によります。 

  

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、前事業年度末に比べ616百万

円減少し、当第３四半期累計期間末には1,756百万円となりました。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298百万円（前年同期426百万円の支出）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24百万円（前年同期87百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産及

び、投資有価証券の取得によるものです。 

（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292百万円（前年同期474百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返

済による支出及び、配当金の支払い等によるものです。 

  

  

（３）業績予想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22年10月29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。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

第１四半期会計期間より、「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３四半期累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ2,876千円増加し、税引前四半期純損

失は、41,701千円増加しております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,222,070 8,988,398

受取手形及び売掛金 317,002 33,461

委託者未収金 341,827 396,488

商品 542,056 512,664

保管有価証券 4,299,485 3,843,265

差入保証金 12,350,817 12,260,013

委託者差金 1,917,317 －

外国為替取引預け金 1,084,914 1,361,528

その他 1,809,642 2,545,262

貸倒引当金 △23,050 △162

流動資産合計 30,862,086 29,940,918

固定資産   

有形固定資産 488,280 507,415

無形固定資産 94,162 98,913

投資その他の資産   

投資有価証券 92,629 106,323

固定化営業債権 2,700,358 3,148,936

破産更生債権等 1,200,000 1,200,000

その他 2,928,726 2,501,064

貸倒引当金 △3,970,984 △4,310,893

投資その他の資産合計 2,950,729 2,645,430

固定資産合計 3,533,172 3,251,759

資産合計 34,395,258 33,192,678
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 334,951 44,972

1年内返済予定の長期借入金 62,000 168,000

未払法人税等 32,428 38,523

預り証拠金 21,229,431 19,882,773

預り証拠金代用有価証券 4,299,485 3,843,265

委託者差金 － 276,677

その他 592,824 276,631

流動負債合計 26,551,120 24,530,843

固定負債   

退職給付引当金 393,005 387,963

その他 23,770 34,100

固定負債合計 416,775 422,063

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 35,470 28,717

特別法上の準備金合計 35,470 28,717

負債合計 27,003,366 24,981,624

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 2,255,881 3,060,722

自己株式 △231,942 △212,098

株主資本合計 7,389,161 8,213,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,730 △2,792

評価・換算差額等合計 2,730 △2,792

純資産合計 7,391,891 8,211,053

負債純資産合計 34,395,258 33,192,678

第一商品㈱（8746）平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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

営業収益   

受取手数料 4,308,174 4,449,710

売買損益 135,751 162,254

その他 87,209 114,508

営業収益合計 4,531,135 4,726,472

営業費用 4,784,975 4,926,651

営業損失（△） △253,840 △200,179

営業外収益   

受取利息 10,983 6,035

受取配当金 1,772 1,347

倉荷証券保管料 8,491 12,159

為替差益 5,953 －

その他 5,172 8,766

営業外収益合計 32,373 28,308

営業外費用   

支払利息 10,525 4,633

為替差損 － 40,965

敷金解約損 2,385 －

その他 3,000 1,955

営業外費用合計 15,910 47,554

経常損失（△） △237,378 △219,424

特別利益   

固定資産売却益 － 345

商品取引責任準備金戻入額 139,926 162,410

貸倒引当金戻入額 52,460 26

賞与引当金戻入額 35,533 －

償却債権取立益 17,508 11,302

特別利益合計 245,429 174,086

特別損失   

固定資産除売却損 1,085 860

商品取引責任準備金繰入額 162,727 169,163

投資有価証券評価損 － 33,005

訴訟関連損失 － 254,157

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,824

減損損失 2,270 390

貸倒引当金繰入額 － 91,348

特別損失合計 166,082 587,748

税引前四半期純損失（△） △158,031 △633,086

法人税、住民税及び事業税 17,185 16,217

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 △91,585 －

法人税等合計 57,734 16,217

四半期純損失（△） △215,765 △649,304
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（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △158,031 △633,086

減価償却費 49,566 43,594

減損損失 2,270 390

貸倒引当金の増減額（△は減少） △339,421 △317,021

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,819 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,907 5,042

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 22,800 6,752

受取利息及び受取配当金 △12,755 △7,382

支払利息 10,525 4,633

固定資産除売却損益（△は益） 1,085 514

投資有価証券評価損益（△は益） － 33,005

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,824

委託者未収金の増減額（△は増加） 382,270 503,238

外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） △1,524,646 150,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,643 △29,392

委託者未払金の増減額（△は減少） 7,751 4

委託者差金の増減額（△は増加） 5,102,671 △2,193,995

差入保証金の増減額（△は増加） △4,106,454 △90,804

預り証拠金の増減額（△は減少） 757,993 1,346,658

預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） 748,154 456,220

外国為替取引預け金の増減額（△は増加） △931,749 276,613

その他の資産の増減額（△は増加） － △483,791

その他の負債の増減額（△は減少） － 607,027

その他 △161,642 －

小計 △288,168 △282,904

利息及び配当金の受取額 6,766 8,598

利息の支払額 △6,274 △2,246

法人税等の支払額 △138,578 △22,177

営業活動によるキャッシュ・フロー △426,255 △298,729
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（単位：千円）

前第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) 

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

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 △7,609 △11,020

有形固定資産の売却による収入 57 1,441

無形固定資産の取得による支出 △44,619 △5,900

投資有価証券の取得による支出 △36,500 △10,000

貸付の回収による収入 1,180 110

敷金及び保証金の差入による支出 － △2,806

敷金及び保証金の回収による収入 － 3,346

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,491 △24,828

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 △9,732 △10,024

自己株式の取得による支出 △44,677 △19,844

配当金の支払額 △314,560 △156,849

財務活動によるキャッシュ・フロー △474,970 △292,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △988,717 △616,275

現金及び現金同等物の期首残高 3,581,593 2,372,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,592,876 1,756,548

第一商品㈱（8746）平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）



 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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