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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 6,554 38.7 1,571 ― 1,894 ― 981 ―

23年3月期第3四半期 4,726 4.3 △454 ― △473 ― △649 ―

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3四半期 63.47 ―

23年3月期第3四半期 △41.84 ―

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3四半期 43,247 9,026 20.9 584.02
23年3月期 36,928 8,206 22.2 530.50

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,026百万円 23年3月期  8,206百万円

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  
 

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 ― ― ― 10.00 10.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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 9,408 33.9 3,408 933.8 3,414 957.8 2,025 ― 130.91



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3Q 16,227,207 株 23年3月期 16,227,207 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 772,072 株 23年3月期 757,345 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 15,464,738 株 23年3月期3Q 15,517,370 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きましては、欧州債務危機の影響が他の先進国や新興国に及ぶ中、世界的に景気動向

が懸念される傾向となりました。欧州は債務国に対して財政の健全化を求めると同時に金融を緩和することで景気

対策を計り、米国も金融緩和路線を継承し、インフレ懸念から金融緩和に慎重だった中国も金融政策を緩和に転じ

るなど、世界的に金融政策は緩和の方向に向かい始めました。しかし財政の規律を重視せざるを得ない欧州を中心

として、景気の急速な回復は困難な状況にあります。 

わが国経済においては、東日本大震災で打撃を受けたサプライチェーンが急速に回復し、復興需要も動き始める

など明るい兆が見え始めているものの、タイの洪水による被害や欧州の債務危機の影響が景気の先行きに暗い影を

投げかけており、景気の先行きは楽観できない状況が続いております。株式市場におきましてはそういった懸念を

反映し、震災後の安値を割り込み、年初来安値を更新することとなりました。 

商品先物市場におきましては、今年９月後半に金融危機の広がりが実物資産の金へも波及し、金は史上 高値の

1900ドル台から1500ドル台へと大きく下落しました。金価格は11月に入り1800ドル台まで回復しましたが、その後

は再び下落しボックス圏での動きを余儀なくされました。 

国内商品先物市場におきましては、そのような背景のもと第３四半期累計期間の出来高は51,257千枚と前年同期

比で11.9％の増加となったものの、第２四半期会計期間と比べて急速に減少することとなりました。 

このような状況の中当社におきましては、下落したとはいえ歴史的な高値圏にある金に対するお客様の関心は依

然高く、当社が継続して実施しているテレビＣＭ等に加えテレビ番組を提供することなどによる知名度の高まりも

あり、金に対するニーズは目だって落ち込むことなく推移しました。ただ、商品先物市場全体の減速をカバーする

には及ばず、当第３四半期累計期間における当社の出来高は773千枚、前年同期比で14.1％の増加という結果とな

りました。 

外国為替事業におきましては、各国の金利が低下する中、円高圧力は依然弱まることがなく、取引高は低迷する

こととなりました。 

また、改正法人税法及び復興財源確保法の公布に伴い、繰延税金資産の取り崩しを行ったため法人税等調整額が

増加し889百万円を計上しました。 

この結果、当第３四半期累計期間における営業収益は6,554百万円(前年同期比38.7％増)、営業利益は1,571百万

円(前年同期は454百万円の損失)、経常利益は1,894百万円(前年同期は473百万円の損失)、当四半期純利益は981百

万円(前年同期は649百万円の損失)となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ6,318百万円増加し、43,247百万円となりまし

た。 

これは主に委託者差金が11,452百万円増加し,差入保証金が5,773百万円減少したこと等によるものです。 

また、負債につきましては、前事業年度末に比べ5,499百万円増加し、34,221百万円となりました。 

これは主に預り証拠金が4,546百万円増加したこと等によるものです。 

純資産は、前事業年度末に比べ819百万円増加し、9,026百万円となりました。 

これは主に四半期純利益を981百万円計上し、配当金を154百万円支払ったこと等によるものです。 

   

   

（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23年11月11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．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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。   

   

   

（２）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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,111,840 10,798,291

受取手形及び売掛金 151,656 460,413

委託者未収金 250,252 287,754

商品 543,152 548,294

保管有価証券 4,165,130 4,529,839

差入保証金 13,257,512 7,484,177

委託者差金 1,655,415 13,108,404

外国為替取引預け金 1,479,825 1,222,327

その他 1,605,888 1,050,122

貸倒引当金 △4,422 △6,742

流動資産合計 33,216,252 39,482,881

固定資産   

有形固定資産 566,645 547,964

無形固定資産 97,222 87,855

投資その他の資産   

投資有価証券 91,351 80,682

固定化営業債権 2,522,515 2,457,147

破産更生債権等 1,383,575 1,383,575

その他 2,831,819 2,598,832

貸倒引当金 △3,780,804 △3,391,682

投資その他の資産合計 3,048,456 3,128,554

固定資産合計 3,712,324 3,764,374

資産合計 36,928,576 43,247,256
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 109,413 560,103

未払法人税等 46,748 27,189

賞与引当金 － 33,397

預り証拠金 23,638,291 28,184,652

預り証拠金代用有価証券 4,165,130 4,529,839

その他 294,470 444,269

流動負債合計 28,254,054 33,779,452

固定負債   

退職給付引当金 394,969 401,009

その他 20,274 9,624

固定負債合計 415,244 410,634

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 52,563 31,026

特別法上の準備金合計 52,563 31,026

負債合計 28,721,862 34,221,113

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 3,072,676 3,899,543

自己株式 △233,156 △238,721

株主資本合計 8,204,742 9,026,044

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,972 99

評価・換算差額等合計 1,972 99

純資産合計 8,206,714 9,026,143

負債純資産合計 36,928,576 43,247,256
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（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業収益   

受取手数料 4,449,710 6,297,679

売買損益 162,254 120,265

その他 114,508 136,171

営業収益合計 4,726,472 6,554,117

営業費用 5,180,808 4,982,183

営業利益又は営業損失（△） △454,336 1,571,934

営業外収益   

受取利息 6,035 1,336

受取配当金 1,347 930

貸倒引当金戻入額 － 328,167

償却債権取立益 － 6,969

倉荷証券保管料 12,159 11,741

その他 8,766 9,076

営業外収益合計 28,308 358,221

営業外費用   

支払利息 4,633 740

為替差損 40,965 9,477

敷金償却費 － 2,000

取引所清算費用 － 23,495

その他 1,955 96

営業外費用合計 47,554 35,809

経常利益又は経常損失（△） △473,581 1,894,346

特別利益   

固定資産売却益 345 717

商品取引責任準備金戻入額 162,410 271,815

貸倒引当金戻入額 26 －

償却債権取立益 11,302 －

特別利益合計 174,086 272,532

特別損失   

固定資産除売却損 860 1,329

商品取引責任準備金繰入額 169,163 250,278

減損損失 390 －

投資有価証券評価損 33,005 7,497

貸倒引当金繰入額 91,348 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 38,824 －

特別損失合計 333,591 259,105

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △633,086 1,907,774

法人税、住民税及び事業税 16,217 37,091

法人税等調整額 － 889,116

法人税等合計 16,217 926,208

四半期純利益又は四半期純損失（△） △649,304 981,565
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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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