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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 473 △27.3 △17 ― △0 ― △13 ―

23年3月期第1四半期 651 △6.6 16 ― 24 ― 21 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △12百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 14百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.41 ―

23年3月期第1四半期 3.69 ―

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

24年3月期第1四半期 39,407 4,584 11.6 833.60
23年3月期 36,943 4,597 12.4 835.88

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,584百万円 23年3月期  4,597百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

（注）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の見通しにつきましては、
中間配当が無配、期末配当が未定となっております。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 ―

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,543,700 株 23年3月期 6,543,700 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,043,862 株 23年3月期 1,043,862 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,499,838 株 23年3月期1Q 5,821,098 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成23年４月1日から平成23年６月30日）におけるわが国経済は、３月の東日本大

震災の影響で国内の景気の先行き不透明感が強まったことで、企業収益は伸び悩み、設備投資への動きが弱まる傾

向が見られました。また、世界的な経済状況についても穏やかな回復傾向にあるものの、米国の景気減速懸念や欧

州の財政不安などの影響から下振れ懸念が払拭できない状況が続きました。 

 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401百万円（前年同四半期比34.1％減）とな

り、売上高は71百万円（同72.3％増）となりました。また、販売費及び一般管理費は434百万円（同28.2％減）と

なりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、営業収益473百万円（前年同四半期比

27.3％減）、営業損失17百万円（前年同四半期は16百万円の営業利益）、経常損失0百万円（前年同四半期は24百

万円の経常利益）、四半期純損失13百万円（前年同四半期は21百万円の四半期純利益）となりました。 

① 投資・金融サービス業  

・外国為替証拠金取引業  

 為替市場においては、３月の協調介入後の円安基調を引き継いで始まり、一時昨年３月以来となる１ドル＝85

円台を回復しました。その後は米国の景気減速懸念の台頭を受けて米ドル全面安の傾向が強まり、５月５日には

３月18日以来となる80円割れを記録しました。その後は米国の経済指標の悪化とそれに伴う米国債券利回りの低

下、ギリシャの財政不安などの材料はありましたが、６月末までは総じて１ドル＝80円前後から82円前後のレン

ジ内での推移となりました。 

 なお、当第１四半期連結累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38,007千枚（前年同四半期比18.0％増）、当社グループの取引高は3,290千枚（同33.2％減）となりました。 

・株価指数証拠金取引業  

 連結子会社にて、平成22年11月より取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」の取扱いを開始しておりま

す。なお、当第１四半期連結累計期間の東京金融取引所における取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」

の取引高は212千枚、当社グループの取引高は36千枚となりました。 

 この結果、投資・金融サービス業の営業収益は402百万円（前年同四半期比34.1％減）、営業利益5百万円（同

87.0％減）となりました。 

② 再生エネルギー・環境事業 

 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、平成21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

及が推進されております。また、本年３月に発生した東日本大震災の影響から関東圏を中心に自家発電や節電の

ニーズも増加しており、急速に市場が拡大しております。一方、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も加速しているほか、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。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの再生エネルギー・環境事業の売上高は71百万円（前年

同四半期比72.3％増）、営業損失16百万円（前年同四半期は25百万円の営業損失）となりました。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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は39,407百万円（前連結会計年度末比2,464百万円増）となりまし

た。内訳は流動資産が38,732百万円（同2,475百万円増）、固定資産が675百万円（同10百万円減）となっておりま

す。 

 流動資産の増加は、主として前連結会計年度末比で差入保証金が2,531百万円増加したことによるものです。そ

の一方で、現金及び預金が76百万円減少しております。 

 固定資産の減少は、主として固定資産の減価償却費△8百万円によるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は34,823百万円（同2,477百万円増）となりました。内訳は流動負債

が34,049百万円（同2,471百万円増）、固定負債が704百万円（同2百万円増）となっております。 

 流動負債の増加は、主として前連結会計年度末比で外国為替取引預り証拠金が2,412百万円増加したことによる

ものです。その一方で、未払法人税等が6百万円減少しております。 

 固定負債の増加は、主として前連結会計年度末比で退職給付引当金が10百万円増加したことによるものです。そ

の一方で、負ののれんが7百万円減少しております。 

 純資産合計は4,584百万円となり、前連結会計年度末と比べ、12百万円の減少となりました。これは主として四

半期純損失を13百万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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,785,415 3,708,528

預託金 1,400,000 1,400,000

売掛金 2,677 777

商品 1,629 9,847

差入保証金 30,887,136 33,418,375

未収還付法人税等 60,993 61,203

その他 127,760 133,687

貸倒引当金 △8,516 △319

流動資産合計 36,257,095 38,732,099

固定資産   

有形固定資産 81,720 80,276

無形固定資産 103,849 96,736

投資その他の資産 500,678 498,795

投資有価証券 205,494 201,964

その他 484,048 392,442

貸倒引当金 △188,863 △95,610

固定資産合計 686,249 675,808

資産合計 36,943,345 39,407,907
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,938 13,395

未払法人税等 10,159 3,202

繰延税金負債 480 480

賞与引当金 － 2,363

外国為替取引預り証拠金 31,130,788 33,543,704

ポイント引当金 58,201 60,663

訴訟損失引当金 4,588 2,765

その他 370,204 423,274

流動負債合計 31,578,361 34,049,849

固定負債   

繰延税金負債 13,955 13,785

退職給付引当金 － 10,015

役員退職慰労引当金 320,720 320,720

負ののれん 366,845 359,508

固定負債合計 701,521 704,029

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 66,233 69,360

特別法上の準備金合計 66,233 69,360

負債合計 32,346,116 34,823,239

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 2,310,904 2,297,648

自己株式 △293,815 △293,815

株主資本合計 4,577,839 4,564,583

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,390 20,085

その他の包括利益累計額合計 19,390 20,085

純資産合計 4,597,229 4,584,668

負債純資産合計 36,943,345 39,407,907
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 609,708 401,610

トレーディング損益 － △100

売上高 41,595 71,652

その他 594 581

営業収益合計 651,898 473,744

売上原価 30,938 56,644

純営業収益 620,959 417,100

販売費及び一般管理費 604,796 434,414

営業利益又は営業損失（△） 16,163 △17,314

営業外収益   

受取利息 250 148

受取配当金 2,534 1,677

負ののれん償却額 7,336 7,336

貸倒引当金戻入額 － 8,310

その他 1,490 181

営業外収益合計 11,611 17,655

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 1,690 －

為替差損 1,537 1,151

減価償却費 0 0

その他 59 －

営業外費用合計 3,288 1,152

経常利益又は経常損失（△） 24,487 △812

特別利益   

訴訟損失引当金戻入額 14,333 －

その他 12 －

特別利益合計 14,346 －

特別損失   

固定資産除却損 9 －

金融商品取引責任準備金繰入れ 4,727 3,127

投資有価証券評価損 － 4,703

割増退職金 2,156 1,459

再就職支援費用 － 3,000

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 21,088 12,290

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（△）

17,744 △13,102

法人税、住民税及び事業税 1,171 800

法人税等調整額 △4,884 △647

法人税等合計 △3,713 153

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

21,457 △13,255

四半期純利益又は四半期純損失（△） 21,457 △13,255
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

21,457 △13,255

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,436 695

その他の包括利益合計 △7,436 695

四半期包括利益 14,021 △12,560

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,021 △12,560
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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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