
1 

 

平成23年10月５日 

各 位 

 

 会 社 名 ア ストマッ クス株式 会社 

 代表者名 代 表 取 締 役 社 長  本 多  弘 明 

 （大証JASDAQ・コード８７３４）

 問合せ先 取締役管理グループ管掌役員  鈴木  喜雄

  （電話 03-5447-8400） 

平成24年3月期業績予想（連結・個別）に関するお知らせ 

近の業績動向等を踏まえ、平成24年３月期第２四半期累計期間（平成23年４月１日～平成23年９

月30日）及び平成24年３月期通期(平成23年４月１日～平成24年３月31日)の業績予想（連結・個別）

について、下記のとおりお知らせいたします。 

当社は業績の予想が困難であるため業績予想を開示しておりませんが、今般平成24年３月期の営業

収益、営業利益、経常利益および当期純利益の見通しが前期実績に対して大きく乖離する見込みとな

りましたので、お知らせするものです。 

記 

１．平成24年３月期第２四半期累計期間 業績予想等 

（１）平成24年３月期第２四半期累計期間 連結業績予想（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 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（円）

前期実績（A） 780 △204 △80 △187 △1,571.98

当期予想（B） 1,051 142 122 124 1,061.66

増減額（B-A） 271 346 203 311 －

増減率（％） 34.8 － － － －

（２）平成24年３月期第２四半期累計期間 個別業績予想（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 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（円）

前期実績（A） 594 △217 △65 457 3,835.87

当期予想（B） 1,046 138 118 120 1,023.90

増減額（B-A） 452 355 183 △337 －

増減率（％） 76.2 － － △73.7 －
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（３）平成24年３月期第２四半期連結累計期間業績予想と前年同期実績との比較 

（営業収益） 

当第２四半期連結累計期間の営業収益は 1,051 百万円の見込みで、前年同期に比べ、271 百万円

の増加となる見込みです。 

この増加の 大の理由は、ディーリング事業およびプロップハウス事業（以下、「ディーリング

部門」）における、以下の状況によるものです。 

 

①欧州の債務問題、米国債格付けの引き下げの影響を受ける形で、金をはじめとするコモディ

ティ価格も大きく変動し、当社ディーリング部門が行っている国内―海外の裁定取引の機会

が増加し収益に貢献したこと。 

②ディーリング部門における、ディーラーを対象としたフレックスタイム制度、在宅勤務制度

の定着等の取引環境の整備に伴い、市場の出来高の多い時間帯に取引を集中出来ることの成

果があがっていること。 

③コモディティ価格の大幅な変動を受け、当社の主たる取引市場である東京工業品取引所の月

間出来高が本年４月から７月までの平均 235 万枚から８月には月間 400 万枚を、９月にも 320

万枚を超過する等活性化の兆しを示しており、出来高の増加がディーリング部門での収益機

会の増加に繋がったこと。 

 

投資顧問事業については、WTI 原油連動型を中心に解約が見られ、営業収益が減少しており

ますが、ディーリング部門の増収にて相殺される見通しです。 

 

結果、ディーリング部門の営業収益は前年同期比 283 百万円増加の 967 百万円、投資顧問事

業の営業収益は前年同期比 12 百万円減少の 84 百万円となる見込みです。 

  

（営業費用） 

 当第２四半期連結累計期間の営業費用については、909 百万円の見込みで、前年同期に比べ、75

百万円の減少となる見込みです。 

ディーリング部門の取引高が増加したことに伴う取引所に支払う定率会費等の変動費、および

ディーリング部門におけるディーラーへ支払うインセンティブ給が増加する見通しですが、全社

的な経費見直しによる経費削減効果から、それ以上に販管費が減少する見込みであるためです。 

 

（営業外損益） 

営業外損益は、前年同期に比べ差引 143 百万円の減少となる見通しです。 

これは、平成 23 年３月期第３四半期連結会計期間より、従来営業外損益に表示していた海外先

物取引の外貨建証拠金から生じる為替差損益について、営業収益に含めて表示する方法に変更し

ておりますが、この変更に伴い、前年同期については、変更前の金額として 125 百万円を為替差

益（営業外収益）として計上されていることが主因となっております。 
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（特別損益） 

特別損益は、前年同期に比べ差引72百万円の増加となる見通しです。 

これは、特別損失について、前年同期は、平成22年５月の事務所移転に伴う移転費用27百万円、

連結子会社（ASTMAX INVESTMENT LTD.）が投資していた外国籍投資信託の一部を償還することに

よる償還損等24百万円、投資有価証券売却損18百万円、合計72百万円が発生しましたが、当期に

おいてはこれらが発生しない見込みであることによるものです。 

（４）平成24年３月期第２四半期累計期間業績予想（個別）と前年同期実績との比較 

個別における主な増減理由につきましては、上記（３）平成 24 年３月期第２四半期連結累計期

間業績予想と前年同期実績との比較に記載のとおりです。 
   しかし、特別損益については大きく相違しており、前年同期は差引 557 百万円を計上したのに

対し、当期は１百万円未満を見込んでおります。 
その主な内容として前年同期は、平成 22 年７月１日付で当社の連結子会社であったアストマッ

クス・キャピタル株式会社及びアストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社を吸収合併し

たことにより、当社の個別会計上において特別利益として「抱合せ株式消滅差益」596 百万円を

計上したことによるものです。 

２．平成24年３月期通期 業績予想等 

（１）当期連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 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（円）

前期実績（A） 1,698 △214 △95 △185 △1,566.34

当期予想（B） 2,017 180 159 160 1,364.99

増減額（B-A） 319 394 254 345 －

増減率（％） 18.8 － － － －

（２）当期個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 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（円）

前期実績（A） 1,508 △230 △83 431 3,632.09

当期予想（B） 2,006 171 149 150 1,284.06

増減額（B-A） 498 401 233 △280 －

増減率（％） 33.1 － － △65.1 －
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（３）当期連結業績予想と前期実績との比較 

（営業収益） 

当期の営業収益は 2,017 百万円の見込みで、前期実績より 319 百万円増加となる見通しです。 
この増加の 大の理由は、ディーリング部門については、コモディティ価格の変動や、東京工

業品取引所における出来高の底打ち傾向は今後も継続すると見込んでいるためです。 
投資顧問事業については、当社開発の商品指数(AMCI）の相対的に高いパフォーマンスの評価が

更に上がってきており、この指数に連動する運用戦略の顧客資産の増加が見込めること、既存の

運用戦略についても、減少した運用資産の再拡大を目指した働きかけを強化しており、この成果

が見込めること、また機関投資家等向けの運用戦略についても、今年新規設定されたファンドで

の運用資産の増加等が見込めること等から前期実績より増加する見通しです。 

 

（営業費用） 

 当期の営業費用については、上述のように、主にディーリング部門における取引機会の増加に

伴う取引所定率会費等の増加、およびディーリング部門におけるディーラーへのインセンティブ

給の増加等を全社的な経費見直しによる経費削減効果が相殺し、前年同期に比べ 75 百万円減少す

る見通しです。 

 

（営業外損益） 

 当期の営業外損益は、前年同期に比べ差引 140 百万円の減少となる見通しです。 

これは、第２四半期連結累計期間での説明と同様となりますが、平成 23 年３月期第３四半期連

結会計期間より、従来営業外損益に表示してい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、営業収益に含めて表示する方法に変更しております。この変更に伴い、前年同期

については、変更前の金額として 125 百万円を為替差益（営業外収益）として計上されているこ

とが主因となっております。 

 

（特別損益） 

特別損益は、前年同期に比べ差引83百万円の増加となる見通しです。 

これは、特別損失について、前年同期は、平成22年５月の事務所移転に伴う移転費用27百万円、

連結子会社（ASTMAX INVESTMENT LTD.）が投資していた外国籍投資信託の一部を償還することに

よる償還損28百万円、投資有価証券売却損18百万円、固定資産売却損8百万円、合計83百万円が発

生しましたが、当期においてはこれらが発生しない見込みであることによるものです。 

 

（４）当期個別業績予想と前年同期実績との比較 
個別における主な増減理由につきましては、上記（３）当期連結業績予想と前期実績との比較

に記載のとおりです。 
   しかし、特別損益については大きく相違しており、前年同期は差引 521 百万円を計上したのに

対し、当期は１百万円未満を見込んでおります。 
その主な内容として前年同期は、平成 22 年７月１日付で当社の連結子会社であったアストマッ

クス・キャピタル株式会社及びアストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社を吸収合併し

たことにより、当社の個別会計上において特別利益として「抱合せ株式消滅差益」596 百万円を

計上したことによるものです。 
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３．その他 

当期業績予想（連結・個別）は、現時点において入手可能な情報と当社の過去の経験に基づ

く見方・評価をベースに作成された 善のものと当社は考えていますが、当社企業グループの

事業である投資顧問事業、ディーリング事業並びにプロップハウス事業は、時々の経済情勢や

商品・証券・為替等の市場環境より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、実際の業績と異なる結果となる可能性があります。 

 

以上 

 


