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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 2,939 △9.4 △466 ― △519 ― △1,175 ―

22年3月期第3四半期 3,243 △3.1 △765 ― △782 ― △779 ―

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 △69.98 ―

22年3月期第3四半期 △45.88 ―

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 36,427 11,104 30.4 660.05
22年3月期 35,782 12,736 35.5 756.12

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  11,078百万円 22年3月期  12,699百万円

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

12.50 12.50

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  
・当社グループは金融市場、商品市場などで多角的に投資サービス事業を展開しており、それぞれの市場では、政治・経済情勢、相場環境等に起因する
不確実な要因が多種多様に存在しております。このため、当社グループは業績予想の公表を非開示としております。詳細につきましては、５ページの「１．
当四半期の連結業績に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 



(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  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、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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】６ページ「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  20,464,052株 22年3月期  20,464,052株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,680,404株 22年3月期  3,668,304株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  16,790,188株 22年3月期3Q  16,999,978株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………p.2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………p.2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………p.4 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………p.5 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………p.6 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………p.6 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………p.6 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………p.6 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………p.6 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………p.7 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………p.7 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………p.9 

【第２四半期連結累計期間】 …………………………………………………………p.9 

【第２四半期連結会計期間】 …………………………………………………………p.10 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………p.11 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………p.13 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………p.13 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………p.13 

  

○添付資料の目次

エース交易株式会社（８７４９）平成２３年３月期第３四半期決算短信

‐ 1 ‐



当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前期まで続いた景気対策による押し上げ効果の反動

から減速する結果となりました。エコカー補助金の終了などを受けて個人消費が伸び悩んだことに加え、

海外経済の減速に円高が重なり外需が落ち込んだことも国内景気の下押し要因となりました。 

  当第３四半期連結会計期間における外国為替市場は、11月初めに円が対ドルで1995年（平成７年）以来

の高値水準となる１ドル80円付近まで上昇しましたが、その後米国の量的緩和拡大や大型減税の継続で米

景気に対する回復期待が高まると米金利が上昇し、日米間の金利差拡大を背景に円安へと転じました。た

だ、年末に向けては米金利の上昇が一服、ドルを売り戻す動きが強まり再び円高が進行しました。 

  当第３四半期連結会計期間における株式市場は、日経平均株価が為替市場の円高進行で下落したもの

の、11月以降は円安への反転にＮＹダウの上昇も加わり堅調に推移、１万円台を維持した形で期超えとな

りました。 

当第３四半期連結会計期間における商品先物市場は、金が金融不安を背景とした資金回避のなかで一段

の上値を追う展開となりました。ニューヨーク市場では史上初の１トロイオンス1,400ドル台を突破しま

したが、その後は米景気回復に対する期待感の強まりとともに徐々に上昇力を弱め、概ね１トロイオンス

1,350～1,400ドルでの保ち合いの中で推移しました。東京市場では12月上旬に１グラム3,800円台をつ

け、1983年（昭和58年）以来の高値を示現しました。貴金属では特に銀やパラジウムへの投資人気が高ま

り、上昇幅が拡大しました。原油は景気回復に伴う需要増加期待を背景に上昇、期末にかけてはニューヨ

ーク市場で１バレル90ドル台と、2008年（平成20年）以来の高値をつけました。また農産物においても、

世界的な需給引き締まり観測を背景として急伸する商品が目立ちました。大豆やトウモロコシ、粗糖、コ

ーヒーなどが軒並み大きく価格水準を切り上げる中で、特に天然ゴムの急伸が注目を集めました。 

このように商品先物市場は世界的には活況を呈する状況でしたが、国内市場では依然として投資家の姿

勢が慎重に推移し、その結果、当第３四半期連結会計期間の全国商品取引所出来高（オプション取引を含

む）は、前第３四半期連結会計期間比13.2％減の8,026千枚となり、当第３四半期連結累計期間の全国商

品取引所出来高（オプション取引を含む）は前第３四半期連結累計期間比11.5％減の22,896千枚となりま

した。なお、2010年（平成22年）10月に（株）東京工業品取引所において中京石油市場が開設され、ガソ

リンと灯油の取引が始まりましたが、その一方で、アルミニウムの取引が同月に休止となりました。  

【事業別の状況】 

①商品先物取引業務 

当第３四半期連結会計期間の商品先物市場は、貴金属や農産物など国際商品市場は上昇基調で活況に

推移したものの、国内市場では高値警戒感などから個人投資家の取引が伸び悩み、出来高の増大にはつ

ながりませんでした。結果として、当第３四半期連結会計期間の商品先物取引業務にかかる委託売買高

は前第３四半期連結会計期間比9.1％減の332千枚、受取手数料は前第３四半期連結会計期間比24.4％減

の９億15百万円となり、売買損益につきましては９百万円の売買収益（前第３四半期連結会計期間は１

百万円の売買損失）を計上しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の商品先物取引業務にかか

る委託売買高は前第３四半期連結累計期間比6.2％減の887千枚、受取手数料は前第３四半期連結累計期

間比12.3％減の23億23百万円に留まりました。また、売買損益につきましては、７百万円の売買収益

（前第３四半期連結累計期間は４百万円の売買収益）を計上いたしました。 

②外国為替証拠金取引業務 

当第３四半期連結会計期間の外国為替市場は、欧州財政問題への不安や米国経済の回復状況への思惑
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などから、ユーロ、米ドルともに方向感の掴みづらい展開が続き、また、資源国通貨の人気が高まる

場面や円が買われる状況もありました。一方、国内では外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）に導入された

レバレッジ規制の影響もあり個人投資家の取引は伸び悩みを見せました。結果として、当第３四半期連

結会計期間の外国為替証拠金取引業務につきましては、外国為替証拠金取引にかかる収益が前第３四半

期連結会計期間比51.1％減の43百万円となり、その結果、当第３四半期連結累計期間の外国為替証拠金

取引にかかる収益は、前第３四半期連結累計期間比29.1％減の２億17百万円となりました。 

③証券取引業務 

当第３四半期連結会計期間の株式市場は、新興国の経済活況等を背景に株価が世界的に回復傾向を見

せたことから、日経平均株価も１万円台に乗せました。投資家の心理もやや回復状況にあり、結果とし

て、当第３四半期連結会計期間の子会社アルバース証券株式会社の証券取引業務における手数料収入等

は前第３四半期連結会計期間比51.8％増の43百万円となりました。当第３四半期連結累計期間では、第

２四半期連結会計期間までの業績低迷が影響し、手数料収入等が前第３四半期連結累計期間比12.8％減

の１億24百万円となりました。また、子会社の株式会社マックスマネー・インベストメントによる証券

ディーリング業務で１億70百万円の収益（前第３四半期連結累計期間は79百万円の収益）を計上いたし

ました。 

④その他の事業 

当第３四半期連結会計期間のその他の事業としては、毎月一定額を積み立てる金の定額購入商品「純

金積立」の手数料収入や子会社興栄商事株式会社の事業である不動産賃貸業務による収入、損害保険代

理店業務による保険料収入に加え、子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社の投資運用

業務による運用報酬28百万円があり、合わせて33百万円の収益（前第３四半期連結会計期間は26百万円

の収益）を計上いたしました。その結果、当第３四半期連結累計期間のその他の事業では96百万円の収

益（前第３四半期連結累計期間は61百万円の収益）を計上いたしました。 

当第３四半期連結会計期間における当社グループの営業費用は、業務の効率化を推進するなどグルー

プ全体で経費の削減に努めた結果、前第３四半期連結会計期間比7.1％減の11億26百万円となりまし

た。この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業費用は、前第３四半期連結累計

期間比15.0％減の34億06百万円となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は、前第３四半期連結会計期間比20.5％減の11億

10百万円、営業損失が15百万円（前第３四半期連結会計期間は営業利益が１億85百万円）、経常損失が

32百万円（前第３四半期連結会計期間は経常利益が１億86百万円）となり、投資有価証券売却益を特別

利益に計上したことから四半期純利益は58百万円（前第３四半期連結会計期間は四半期純利益が１億35

百万円）となりました。この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は、前第３四半期連結累計期

間比9.4％減の29億39百万円、営業損失が４億66百万円（前第３四半期連結累計期間は営業損失が７億

65百万円）、経常損失が５億19百万円（前第３四半期連結累計期間は経常損失が７億82百万円）、四半

期純損失は、投資有価証券売却益を特別利益に計上したものの商品取引責任準備金繰入や役員退職慰労

金等を特別損失として計上したことなどから11億75百万円（前第３四半期連結累計期間は四半期純損失

が７億79百万円）となりました。 
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（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

①資産 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、短期差入保証金の増加等により、第２四半期連結会

計期間末に比べて5.7％増加し、257億08百万円となりました。固定資産については、リース資産の減少等

により、第２四半期連結会計期間末に比べて0.6％減少し、107億18百万円となりました。 

  この結果、当第３四半期連結会計期間末における総資産は、第２四半期連結会計期間末に比べて3.8％

増加し、364億27百万円となりました。 

②負債 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、預り証拠金の増加等により、第２四半期連結会計期

間末に比べて6.2％増加し、225億21百万円となりました。固定負債は、第２四半期連結会計期間末に比べ

て4.7％減少し、25億26百万円となりました。これは、長期借入金の減少等によるものであります。ま

た、特別法上の準備金として２億75百万円を計上しております。 

  この結果、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、第２四半期連結会計期間末に比べて5.2％増加

し、253億23百万円となりました。 

③純資産 

  当第３四半期連結会計期間末における純資産の合計は、利益剰余金の増加等により、第２四半期連結会

計期間末に比べて0.8％増加し、111億04百万円となりました。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末における１株当たり純資産は、第２四半期連結会計期間末に比べ

て、５円41銭増加し、660円05銭となり、また自己資本比率は、第２四半期連結会計期間末の31.3％か

ら、当第３四半期連結会計期間末は30.4％となりました。 

④キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループのキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当第３四半期連

結累計期間の税金等調整前四半期純損失が11億87百万円となり、預り証拠金は増加したものの差入保証金

の増加（キャッシュ・フローは減少）等もあり営業活動によるキャッシュ・フローが減少したことなどか

ら当第３四半期連結累計期間末は13億08百万円となり、第２四半期連結累計期間末に比べて97百万円の減

少となりました。 

 イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

  当第３四半期連結累計期間の営業活動による資金は14億18百万円の減少（前第３四半期連結累計期間は

34億39百万円の減少）となりました。これは主に預り証拠金は増加したものの当第３四半期連結累計期間

の税金等調整前四半期純損失が11億87百万円となったことや差入保証金の増加（キャッシュ・フローは減

少）等によるものであります。 

 ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

  当第３四半期連結累計期間の投資活動による資金は５億円の増加（前第３四半期連結累計期間は30億90

百万円の増加）となりました。これは主に投資有価証券の売却等によるものであります。 

 ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

  当第３四半期連結累計期間の財務活動による資金は４億02百万円の増加（前第３四半期連結累計期間は

１億48百万円の増加）となりました。これは主に短期借入金の増加等によるものであります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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連結業績予想についてですが、当社グループは、商品先物市場、外国為替市場、株式市場等において投

資サービス事業を展開しております。これらの市場には、世界の政治・経済情勢、相場動向等の不確実な

要因が多種多様に存在しており、特に近年においては、それらの要因が複雑に絡み合い、各市場における

相場乱高下を引き起こす現状となっております。さらに投資環境及び投資家の投資マインドの変化は従来

とは異なり予測を超えるスピードで変化しており、お客様からの手数料収入が収益の大半を占める当社及

び当社グループの業績への影響は予想が困難な状況にあります。 

 このような環境を踏まえて現状を検討した結果、業績予想の策定が著しく困難であるばかりでなく、投

資家の皆様の重要な投資判断材料である業績予想を開示することが投資判断をミスリードするリスクもあ

ると判断し、平成22年３月期より連結・個別の業績予想公表を非開示とさせていただくことにいたしまし

た。 

なお、業績予想を非開示とする代わりに月次ベースの営業資産を適時開示させていただいております。

具体的には、毎月末の顧客口座数、商品先物取引・外国為替証拠金取引の預り証拠金額、商品先物取引の

残玉数を翌月15日前後に開示させていただきます。また、業績の差異につきましては、前連結会計年度の

実績数値を基準に、営業収益が前連結会計年度に比べて110％以上または90％以下の場合、経常損益また

は当期純損益が前連結会計年度に比べて130％以上または70％以下の場合には業績の差異の開示を行ない

ます。この差異の開示につきましては、第２四半期決算及び通期決算時を対象といたします。 

当社グループは、今後とも環境の変化に即応した営業体制を整備し、業績の向上に努めてまいります。

人材育成の強化や情報サービス体制の拡充など営業サービスの充実を図り、預り証拠金や顧客数の増大な

ど営業資産の拡大を進めるとともに、子会社各社の事業拡大など、グループの総合力を発揮し、お客様の

多様な資産運用ニーズにお応えすることで業績の向上に努めてまいります。今後とも、ご支援のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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当第３四半期連結累計期間における重要な子会社の異動はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

  資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、営業損失及び経常損失はそれぞれ 762千円増加し、税金等調整前四半期純損失は 

22,312千円増加しております。 

  

・表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書関係） 

「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）に基づく財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当

第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

す。 

 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第３四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「金銭信託の

取得による支出」及び「金銭信託の解約よる収入」としておりましたが、当該金銭の信託は金融

商品取引法第43条の３の規定に基づく外国為替取引預り証拠金等の区分管理を行うものであるた

め、当第３四半期連結累計期間からキャッシュ・フローの状況をより明確にするために、「営業

活動によるキャッシュ・フロー」の「金銭の信託の増減額（△は増加）」として表示する方法に

変更しております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において従来通り表示した場合には、営業活動によるキャッ

シュ・フローは △1,668,648千円、投資活動によるキャッシュ・フローは 750,585千円であり

ます。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 8,894,676 9,266,726

委託者未収金 38,492 52,717

有価証券 300,360 500,800

商品及び製品 416,496 328,161

保管有価証券 2,658,460 2,594,480

委託者先物取引差金 2,233,598 1,407,260

差入保証金 8,495,881 7,389,204

信用取引資産 707,253 748,181

信用取引貸付金 703,803 730,784

信用取引借証券担保金 3,450 17,397

その他 2,016,151 2,249,683

貸倒引当金 △52,598 △44,224

流動資産合計 25,708,773 24,492,991

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,234,634 3,331,679

土地 3,928,221 3,942,953

その他（純額） 115,909 132,673

有形固定資産合計 7,278,765 7,407,306

無形固定資産 204,909 245,337

投資その他の資産   

投資有価証券 1,686,336 1,861,550

その他 2,057,733 2,235,404

貸倒引当金 △508,759 △459,930

投資その他の資産合計 3,235,311 3,637,024

固定資産合計 10,718,986 11,289,668

資産合計 36,427,759 35,782,659
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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   

短期借入金 4,528,990 3,362,582

1年内返済予定の長期借入金 566,640 566,640

未払法人税等 26,074 30,566

賞与引当金 12,250 26,600

預り証拠金 9,909,847 8,489,647

外国為替取引預り証拠金 3,302,763 3,267,487

預り証拠金代用有価証券 2,608,661 2,594,480

信用取引負債 704,346 749,255

信用取引借入金 701,225 731,931

信用取引貸証券受入金 3,121 17,324

その他 862,268 869,611

流動負債合計 22,521,843 19,956,870

固定負債   

長期借入金 1,598,260 2,023,240

退職給付引当金 554,564 521,584

役員退職慰労引当金 347,613 394,966

その他 25,936 17,711

固定負債合計 2,526,373 2,957,501

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 247,589 103,725

金融商品取引責任準備金 27,744 27,619

特別法上の準備金合計 275,333 131,345

負債合計 25,323,550 23,045,717

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,245,237 3,245,237

資本剰余金 2,715,614 2,715,614

利益剰余金 7,623,624 9,134,548

自己株式 △2,350,053 △2,347,476

株主資本合計 11,234,424 12,747,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △156,314 △48,409

評価・換算差額等合計 △156,314 △48,409

少数株主持分 26,098 37,426

純資産合計 11,104,208 12,736,942

負債純資産合計 36,427,759 35,782,659
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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   

受取手数料 2,965,440 2,534,151

売買損益 84,181 199,769

その他 193,410 205,354

営業収益合計 3,243,032 2,939,275

営業費用 4,008,505 3,406,245

営業損失（△） △765,472 △466,970

営業外収益   

受取利息 54,348 21,101

受取配当金 26,551 23,165

その他 43,899 34,542

営業外収益合計 124,799 78,809

営業外費用   

支払利息 128,672 106,077

その他 13,254 25,152

営業外費用合計 141,927 131,229

経常損失（△） △782,600 △519,391

特別利益   

固定資産売却益 － 1,652

投資有価証券売却益 30,983 98,403

商品取引責任準備金戻入額 2,377 －

その他 22,692 2,069

特別利益合計 56,053 102,125

特別損失   

固定資産売却損 4,136 5,047

投資有価証券売却損 － 2,821

商品取引責任準備金繰入額 － 143,863

金融商品取引責任準備金繰入額 267 124

投資有価証券評価損 － 119

役員退職慰労金 － 595,413

その他 5,391 22,925

特別損失合計 9,795 770,315

税金等調整前四半期純損失（△） △736,342 △1,187,580

法人税、住民税及び事業税 7,940 15,068

法人税等調整額 37,849 △16,311

法人税等合計 45,789 △1,243

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,186,337

少数株主損失（△） △2,240 △11,328

四半期純損失（△） △779,891 △1,175,009
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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   

受取手数料 1,291,845 974,960

売買損益 41,836 77,362

その他 63,461 58,526

営業収益合計 1,397,143 1,110,849

営業費用 1,211,636 1,126,195

営業利益又は営業損失（△） 185,506 △15,346

営業外収益   

受取利息 18,849 5,700

受取配当金 7,510 4,953

有価証券売却益 △7 －

その他 14,610 3,120

営業外収益合計 40,963 13,774

営業外費用   

支払利息 38,230 33,839

その他 2,175 △2,468

営業外費用合計 40,406 31,370

経常利益又は経常損失（△） 186,064 △32,942

特別利益   

固定資産売却益 － 1,652

投資有価証券売却益 9,861 88,040

投資有価証券評価損戻入益 － 62,956

その他 443 2,069

特別利益合計 10,304 154,718

特別損失   

固定資産売却損 1,740 383

投資有価証券売却損 － 152

商品取引責任準備金繰入額 46,519 56,519

その他 1,153 767

特別損失合計 49,413 57,823

税金等調整前四半期純利益 146,956 63,952

法人税、住民税及び事業税 2,265 5,326

法人税等調整額 9,800 2,394

法人税等合計 12,065 7,721

少数株主損益調整前四半期純利益 － 56,231

少数株主損失（△） △367 △2,640

四半期純利益 135,257 58,872
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △736,342 △1,187,580

減価償却費 189,576 175,837

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,114 57,201

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,200 △14,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69,594 32,980

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △116,832 △47,353

特別法上の準備金の増減額（△は減少） △2,109 143,988

受取利息及び受取配当金 △80,900 △44,266

支払利息 128,672 106,077

為替差損益（△は益） 4,457 △6,429

有形固定資産売却損益（△は益） 3,664 3,395

有価証券売却損益（△は益） △30,011 △94,846

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,451 △88,335

委託者未収金の増減額（△は増加） 61,560 43,798

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

1,460,975 △826,338

差入保証金の増減額（△は増加） △1,903,324 △1,108,678

金銭の信託の増減額（△は増加） － 250,000

信用取引資産の増減額（△は増加） 38,593 40,928

預り証拠金の増減額（△は減少） △2,819,778 1,455,476

信用取引負債の増減額（△は減少） △33,399 △44,909

その他 518,092 △157,343

小計 △3,378,334 △1,310,747

利息及び配当金の受取額 80,900 44,266

利息の支払額 △135,408 △106,450

法人税等の支払額 △6,908 △45,717

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,439,750 △1,418,648

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △6,352,000 △6,352,000

定期預金の払戻による収入 6,352,000 6,352,000

有価証券の取得（△）又は売却 1,821,000 199,640

金銭の信託の取得による支出 △409,887 －

金銭の信託の解約による収入 2,050,000 －

有形固定資産の取得による支出 △16,998 △12,624

有形固定資産の売却による収入 5,357 17,362

投資有価証券の取得による支出 △337,899 △502,562

投資有価証券の売却による収入 117,087 661,934

貸付による支出 △85,000 －

貸付の回収による収入 45,674 47,599

その他 △98,548 89,235
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,090,785 500,585

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,125,601 1,166,408

長期借入金の返済による支出 △1,936,200 △424,980

長期借入れによる収入 1,513,200 －

自己株式の取得による支出 △43,226 △2,576

配当金の支払額 △510,874 △335,914

財務活動によるキャッシュ・フロー 148,501 402,936

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,259 9,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,724 △505,231

現金及び現金同等物の期首残高 2,086,628 1,813,791

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,880,904 1,308,560
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該当事項はありません。 

  

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の分配の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社は、商品先物取引を中核とした金融・投資サービス関連事業を営んでおり、「商品先物取引業

務」、「外国為替証拠金取引業務」、「証券取引業務」の３つを報告セグメントとしております。 

 「商品先物取引業務」は、商品取引所法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場さ

れている各種の商品先物取引の顧客の委託を受けて執行する業務及び関連商品の販売並びに自己ディー

リング等を行っております。「外国為替証拠金取引業務」は、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)及び店頭外国為替証拠金取引の業務をおこなっております。「証券取引業務」

は、主としてリテール営業を中心に証券業務及び公開買付け代理人業務や第三者割り当て増資のアドバ

イザー業務等のほか、自己ディーリングをおこなっております。 
  

２  報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

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) 

 
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、投資顧問業務、損害保険代理店

業務、金の定額購入業務等であります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去104,944千円、各報告セグメントに分配してい

ない全社費用△814,312千円が含まれております。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 (追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

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) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連 

損益計算 

計上額
商品先物取引

業務

外国為替証拠

金取引業務

証券取引 

業務
計

営業収益

  外部顧客への営業収益 2,331,210 217,455 294,381 2,843,047 96,227 2,939,275 ― 2,939,275

  セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高
─ ― ― ― 104,944 104,944 △ 104,944 ―

計 2,331,210 217,455 294,381 2,843,047 201,172 3,044,220 △ 104,944 2,939,275

セグメント利益 487,618 △ 125,384 △ 70,720 291,512 △ 590 290,922 △ 757,892 △ 466,970

(6) 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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