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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 1,050 34.6 143 ― 123 ― 125 ―

23年3月期第2四半期 780 △47.1 △204 ― △80 ― △187 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 123百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △184百万円 （―％）

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2四半期 1,070.95 ―

23年3月期第2四半期 △1,571.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 4,778 4,015 83.4
23年3月期 4,840 3,893 79.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,985百万円 23年3月期  3,865百万円

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  

24年３月期の配当予想に関しては、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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― ― ―

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 2,017 18.8 180 ― 159 ― 160 ― 1,364.99



(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レビューの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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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）５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24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。 
当社は四半期毎に、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２四半期の配信開始日は、平成23年11月
下旬を予定しております。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 127,996 株 23年3月期 127,996 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 10,758 株 23年3月期 10,585 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 117,288 株 23年3月期2Q 119,234 株
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当社の収益は顧客資産運用を行う投資顧問事業並びに自己資産運用を行うディーリング事業及びプロ

ップハウス事業で構成されており、これらの事業は主に日本の商品先物市場及び海外の商品先物市場等

を運用の対象市場としております。従い、当社の業績は、国内外の商品先物市場、金融市場等の市場動

向の影響を受けております。また、この市場動向はそれぞれの商品の需給環境のみならず、世界的な政

治、経済、社会情勢等の影響を受けております。 

当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）における世界経済、商品・金融

市場は、以下のように大きく変動する展開となりました。 

①４月にはリビアや中東情勢の混乱に伴う原油をはじめとしたエネルギー商品の供給問題が発生しま

した。 

②６月から７月にかけてはギリシャにおける債務問題や、７月の米国の債務上限問題に端を発した米

国債の格下げ問題等、金融市場に対する先行き不透明感が台頭し相場変動が激化しました。 

③金融市場の混乱を背景とした金を中心とする貴金属価格の急騰（海外金価格は８月には一時１トロ

イオンス当たり1,900ドル台を記録）と、その後の反落（９月に同1,600ドルを割り込む水準まで下

落）が見られました。 

④特に８月は世界的な信用不安や景気減速懸念を受けた株価の急落から投資家のリスク回避姿勢が強

まり、商品価格が大きく値を下げたものの、その後、米金融当局による追加金融緩和策への期待感か

ら株価が回復したことを好感し、下げ幅を取り戻す等の大きな変動を見せました。 

⑤ギリシャの債務不履行に対する懸念は９月にも市場に大きく影響し、投資家のリスク資産回避の姿

勢より商品価格は再び大きく下落しました。 

結果として、当社の当第２四半期連結累計期間の営業収益は1,050百万円（前年同期間比270百万円

（34.6％）の増加）となりました。営業費用は907百万円（前年同期間比76百万円（7.8％）の減少）と

なり、経常利益は123百万円（前年同期間は80百万円の経常損失）となり、四半期純利益は125百万円

（前年同期間は187百万円の四半期純損失）となりました。  

上述のとおり、当第２四半期連結累計期間は黒字を確保することができましたが、その主たる要因は

以下のとおりです。 

①商品価格の大幅な変動及び東京工業品取引所の出来高急増により増えた裁定取引の機会を上手く捉

えたことが、ディーリング事業及びプロップハウス事業における営業収益の増加に繋がったこと。 

②前期より進めている全社的な経費見直しによる販売費及び一般管理費の大幅削減。 

③前年同期にて発生した本社移転等に伴う特別損失が今期は発生しなかったこと。 

  

セグメント毎の業績及び取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からの収益

は、運用資産の規模に対する管理報酬、及び運用成績により変動する成功報酬により構成されます。当

事業は、運用資産残高の拡大を通じた管理報酬の獲得並びによりすぐれた運用成績をあげることによる

成功報酬の獲得等により収益を増大させることができます。 

１．当四半期決算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

[投資顧問事業]

アストマックス株式会社(8734) 平成24年3月期 第２四半期決算短信

－2－



当事業における当第２四半期連結累計期間の営業収益は83百万円（前年同期間比13百万円（14.0％）

の減少）、セグメント損失は47百万円（前年同期間は64百万円のセグメント損失）となりました。  

商品・金融市場の乱高下により投資家層にリスク回避の傾向が顕著になったことから、当社が運用す

るプログラムにおいても大幅な解約が見られたこと、また、新たな運用資産の獲得が実現できなかった

こと等により、運用資産残高及び営業収益が減少しました。また、海外取引所における取引を行うため

に預託が必要な証拠金が引き上げられる等の動向も投資家層のリスク回避傾向を助長したものと考えて

おります。  

上述のとおり、今般の営業収益の低迷は外部環境の影響が大きいものの、当事業では引き続き投資家

ニーズに応える運用プログラムの企画・提供、証券会社及び投資信託委託会社等とのマーケティング面

での補完関係の強化等を通じて、運用資産残高の拡大に取り組んでまいる所存です。 

当社が開発した商品指数Astmax Commodity Index (AMCI）については、大手情報会社であるブルーム

バーグ社が調査した商品指数のパフォーマンスにおいて、2009年に１位、2010年には３位となりました

が、2011年の本書提出日現在においても上位にある等、金融業界における当社への注目度は高まってお

り、こうしたことも収益改善の支援材料になるものと考えております。 

  

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、海外先物取引市場、OTC市場（取引所

を介さない相対取引の市場）等を利用して会社の自己資産運用業務を行っております。主な取引手法と

しては、国内市場と海外市場における同一商品に生じる価格差に対し、割安な市場で買い、割高な市場

で売ることで収益を確保する裁定取引等があります。ディーリング事業は、商品価格の変動が大きく取

引機会が多い時や、取引所の出来高が潤沢で取引が可能な数量が多い時等に収益をあげる傾向がありま

す。 

当事業における当第２四半期連結累計期間の営業収益は601百万円（前年同期間比228百万円

（61.2％）の増加）、セグメント利益は125百万円（前年同期間比373.1％増）となりました。 

営業収益が増加した要因としては、当事業の主要な取引対象銘柄である金の価格変動が大きく、取引

の機会に恵まれた点にあります。価格変動の激しさから国内市場―海外市場間の価格差が生じる局面が

多く見られ、裁定取引による収益向上に繋がりました。特に８月は金価格が月初の１トロイオンス当た

り1,600ドルから一時同1,900ドル台をつける等大きく変動し、当事業の主要な取引市場である東京工業

品取引所においては４月から７月に200万枚台で推移していた月間出来高が、８月には400万枚台へと急

増し、取引機会の増加に寄与しました。 

これは、総じて価格が動かないことに加え、出来高が振るわず取引機会が極めて限定された前年同期

間とは対照的であり、前期比における営業収益増加の背景となっております。 

東京工業品取引所における取引時間の延長以降、ディーラーの利便性、業務の効率性を考え、ディー

ラーの在宅取引環境の整備を進めてまいりましたが、今年３月に発生した東日本大震災の経験を通じ

て、事業継続の観点からも更に在宅取引の環境整備を推進し、現在、在籍するディーラーほぼ全員の在

宅取引環境が整うに至りました。 

また、昨年まで中止していたトレーニー（ディーラー訓練生）の新規採用を再開する等、新たなディ

ーラーの採用、教育による収益向上にも取り組んでおります。 

当事業では、商品先物市場において自動売買を行うシステム（アルゴリズムトレード）の開発に取り

組んでまいりましたが、当期中に複数のシステム売買を稼動し、徐々に営業収益への貢献が始まってお

ります。 

[ディーリング事業]
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当事業では、東京工業品取引所をはじめとした国内商品先物市場やNYMEX等の海外取引所における電

子取引に限定した自己資産の運用業務を行っております。ディーリング事業との相違点は、①貴金属や

原油等の商品のみならず、通貨、株式指数等、先物市場全般を取引対象としていること、②原則とし

て、取引対象を取引所上場商品の電子取引に限定していること、③ディーラーの雇用形態として雇用期

間の定めのある契約社員が大半を占めていること等です。1日の中で売買を結了させるデイトレード手

法が主な取引手法となりますが、裁定取引、鞘取り、さらにはそれらを自動的に執行させる手法等、幅

広い取引手法を駆使しております。ディーリング事業と同様、商品の価格変動率及び出来高が収益に大

きな影響を及ぼしますが、それらは主に金融・通貨等他市場の動向に影響を受けております。 

当事業における当第２四半期連結累計期間の営業収益は366百万円（前年同期間比55百万円

（17.9％）の増加）、セグメント利益は45百万円（前年同期間は33百万円のセグメント損失）となりま

した。 

営業収益が増加した要因としては、商品をはじめとした先物価格が大きく変動した点にあります。４

月には、３月に発生した東日本大震災の影響もあり、国内の商品先物市場は出来高が乏しい展開でした

が、雇用統計の改善等、米国景気に対する楽観的な見通しを好感し、商品価格は総じて堅調に推移しま

した。また、上昇基調にあった金価格が大幅に価格修正を強いられた８月には価格変動の激化により取

引機会が増え、収益の改善に大きく寄与しました。 

当第２四半期連結累計期間の特徴としては、取引市場におけるアルゴリズムトレードの普及とその結

果として価格変化のスピードが更に高速化している点があげられます。このような市場の変化に対する

取り組みとして、当事業においても自動発注システムの研究等、発注環境の高速化に取り組んでおりま

す。また、当事業では、東京工業品取引所を主要な取引市場としてまいりましたが、海外取引所におけ

る取引の比率を徐々に増やしております。この変化は東京工業品取引所銘柄の出来高の更なる低下、及

び国内市場と海外市場の連動性の高まりによるものです。また価格変動の激化に応じて、リスク管理体

制の質を高め、損失限度管理のみならず、ディーラーの取引手法の分析に基づいたコーチングを含む、

収益力改善のための総合的な管理体制の構築を目指しております。更には市場の変化に対する機動的な

対応を可能とすべく、ディーリング事業と同様、ディーラーの在宅取引環境の整備を推進しておりま

す。 

  

[プロップハウス事業]
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.2％減少し、3,933百万円となりました。これは、経費等の

繰延処理を行う前払費用が35百万円減少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1.8％減少し、844百万円となりました。これは、有形固定資

産及び無形固定資産に係る減価償却費相当額11百万円が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1.3％減少し、4,778百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.4％増加し、578百万円となりました。これは、その他流動

負債に含まれるデリバティブ取引に係る評価差金が125百万円増加し、営業未払金が82百万円減少した

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54.4％減少し、184百万円となりました。これは、長期借入

金の返済により178百万円減少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19.5％減少し、762百万円となりました。  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.1％増加し、4,015百万円となりました。これは、四半期

純利益により利益剰余金が125百万円増加したこと等によるものです。 

  

当社企業グループの事業は、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

24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23年10月５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。 

  

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24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いただきます。 

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,013,763 2,017,515

営業未収入金 48,444 60,500

差入保証金 1,782,994 1,780,856

繰延税金資産 28,290 30,625

その他 107,440 44,303

流動資産合計 3,980,933 3,933,801

固定資産

有形固定資産

建物 35,056 35,943

減価償却累計額 △5,346 △7,839

建物（純額） 29,710 28,104

器具及び備品 68,957 69,218

減価償却累計額 △55,223 △57,918

器具及び備品（純額） 13,734 11,300

リース資産 36,839 36,839

減価償却累計額 △5,628 △8,698

リース資産（純額） 31,210 28,141

有形固定資産合計 74,656 67,546

無形固定資産 21,144 22,117

投資その他の資産

投資有価証券 244,698 242,157

出資金 64,069 59,388

長期差入保証金 399,980 398,790

長期未収入金 10,693 10,033

保険積立金 46,100 45,836

貸倒引当金 △1,598 △1,538

投資その他の資産合計 763,944 754,668

固定資産合計 859,745 844,331

資産合計 4,840,678 4,778,133
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 84,282 2,245

短期借入金 44,000 54,000

1年内返済予定の長期借入金 149,900 144,600

1年内償還予定の社債 38,400 38,400

未払金 85,135 87,853

未払費用 14,080 35,771

未払法人税等 728 5,888

賞与引当金 20,400 －

インセンティブ給引当金 40,787 35,543

その他 65,655 173,851

流動負債合計 543,369 578,153

固定負債

社債 43,200 24,000

長期借入金 245,970 67,000

退職給付引当金 42,308 45,242

その他 72,588 47,923

固定負債合計 404,067 184,166

負債合計 947,436 762,320

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 1,134,091 1,259,700

自己株式 △234,445 △236,615

株主資本合計 3,864,796 3,988,236

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 274 △2,265

その他の包括利益累計額合計 274 △2,265

新株予約権 28,170 29,842

純資産合計 3,893,241 4,015,812

負債純資産合計 4,840,678 4,778,133
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

営業収益

投資顧問事業収益 96,608 83,069

ディーリング事業収益 372,889 601,004

プロップハウス事業収益 310,833 366,574

営業収益合計 780,331 1,050,647

営業費用 984,442 907,456

営業利益又は営業損失（△） △204,110 143,191

営業外収益

為替差益 132,965 213

業務受託料 1,728 1,428

未払配当金除斥益 － 566

貸倒引当金戻入額 － 60

その他 393 441

営業外収益合計 135,087 2,709

営業外費用

支払利息 9,520 4,107

未使用ライセンス償却 － 17,405

その他 2,340 1,161

営業外費用合計 11,861 22,674

経常利益又は経常損失（△） △80,883 123,226

特別利益

貸倒引当金戻入額 45 －

新株予約権戻入益 760 1,194

特別利益合計 805 1,194

特別損失

固定資産除却損 1,624 －

投資有価証券売却損 18,932 －

投資有価証券評価損 12,065 －

投資有価証券償還損 12,030 －

本社移転費用 27,744 －

特別損失合計 72,397 －

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（△）

△152,476 124,420

法人税、住民税及び事業税 1,455 1,145

法人税等調整額 33,502 △2,334

法人税等合計 34,957 △1,189

四半期純利益又は四半期純損失（△） △187,433 125,609
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △187,433 125,609

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,080 △2,540

その他の包括利益合計 3,080 △2,540

四半期包括利益 △184,353 123,069

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △184,353 123,069
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

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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