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

24年3月期第3四半期 3,013 2.5 221 ― 143 ― 1 ―

23年3月期第3四半期 2,939 △9.4 △466 ― △519 ― △1,175 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 33百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,294百万円 （―％）

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3四半期 0.10 ―

23年3月期第3四半期 △69.98 ―

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 33,740 10,745 31.8 640.03
23年3月期 34,639 10,927 31.5 649.68

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,717百万円 23年3月期  10,899百万円

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 ― 0.00 ― 12.50 12.50
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 12.50 12.50

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、ｐ４の「１.当四半期
決算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、添付資料ｐ２－ｐ４「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。 

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3Q 20,464,052 株 23年3月期 20,464,052 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,718,204 株 23年3月期 3,687,504 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 16,755,198 株 23年3月期3Q 16,790,188 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による経済活動低下の反動から国内

総生産（ＧＤＰ）が第２四半期連結会計期間に急速に持ち直す動きを見せましたが、その後は円高傾向

やタイの洪水被害、欧州経済の低迷などの影響を受け続けたことで、国内経済の先行きが不透明な状況

が続きました。ただ、補正予算を受けた震災復興需要の本格的な動き出しが今後の景気下支え要因とし

て期待されています。 

当第３四半期連結累計期間における外国為替市場では、全般的に円が逃避通貨として買われやすい流

れが続きました。１ドル75円台に突入し史上 高値を記録した平成23年10月末には日本銀行が８月に続

き過去 大規模となる円売り・ドル買い介入を実施し、一時は同79円台までドルが反発しましたが、そ

の後は12月末まで同77～78円水準で推移し続けました。欧州債務懸念を背景に円高は対ユーロでも大き

く進行し、12月末には2000年以来となる１ユーロ100円割れを示現しました。なお、８月１日より東京

金融取引所において、中国・人民元、韓国・ウォン、インド・ルピーの取引所外国為替証拠金取引がス

タートし、注目を集めています。 

 当第３四半期連結累計期間における株式市場は、円高の進行を嫌気するかたちで下落し、日経平均株

価は平成23年11月下旬に２年半ぶりとなる8,100円台の安値をつけるなど、市況回復の兆しが見えてこ

ない状況が続きました。 

当第３四半期連結累計期間における商品先物市場では、金が金融不安を背景とした資金回避の動きの

中で上昇を続け、ニューヨーク市場では平成23年９月初めに１トロイオンス1,923ドル台（期近）と史

上 高値を更新しましたが、同月下旬になると一転して急落する展開となりました。10月以降は回復基

調をたどり、再び欧州債務懸念が強まったことなどを受けて同1,800ドル台まで上昇しましたが、その

後は世界経済への不安の強まりから米ドルへの換金売りが進み、12月末には９月の安値に並ぶ同1,500

ドル台前半まで下落しました。東京市場でも同様の値動きとなり、９月初めには１グラム4,700円台

（先限）を記録する場面もありましたが、12月末には９月の安値に並ぶ同3,800円水準まで下落しまし

た。白金も世界経済の低迷で需要減退観測が根強かったことから、12月末にかけては１トロイオンス

1,300ドル台半ば（ニューヨーク市場期近）と２年ぶりの安値に下落、金を大幅に下回る水準で推移し

続けました。一方、原油は高値にもかかわらず世界需要が安定したことや、イランの核開発をめぐる中

東情勢不安を背景に強基調を維持、平成23年の後半は１バレル100ドル（ニューヨーク市場ＷＴＩ期

近）を挟む水準で推移しました。穀物は伸び悩んだものの12月末にかけては南米の天候不安を受けて反

発、また天然ゴムはタイの洪水被害で自動車用需要が落ち込むとの見方から低迷しました。このように

世界的に商品市場も活況に推移し、その流れに連れて国内商品市場も活況を呈する状況となりました

が、10月以降は調整局面を迎えたこともあって取引が伸び悩みました。以上の結果、当第３四半期連結

累計期間の全国商品取引所出来高は、第２四半期連結会計期間の商品市場が活況であったこともあり、

前第３四半期連結累計期間比11.9％増の25,628千枚となりました。また、平成23年８月には東京穀物商

品取引所および関西商品取引所でコメの先物取引が72年ぶりに復活し（試験上場）、国内大型商品とし

て注目を集めております。 

当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の概況は次の通りです。  

①商品先物取引業務  

当第３四半期連結累計期間の商品先物取引業務は、欧州債務問題や新興国の経済動向などを背景に国

際商品市場は活況を呈したものの、平成23年の後半には調整局面を迎えたこともあり、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7.0％増の949千枚、

受取手数料は前第３四半期連結累計期間比12.2％増の26億05百万円となりました。売買損益につきまし

ては、44百万円の売買収益（前第３四半期連結累計期間は11百万円の売買収益）を計上しました。 

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
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②外国為替証拠金取引業務  

当第３四半期連結累計期間の外国為替市場は、欧州債務問題の長期化や米国経済の先行き不安などか

ら、ユーロ、米ドルについては相場の方向性がつかみづらく、円に資金が向かう展開も見られました。

国内では外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）のレバレッジ規制が強化されたことから個人投資家の取引が

減少する場面もあり、また当社においては平成23年６月末をもって店頭ＦＸ取引「エースでねらえ！Ｆ

Ｘ」のサービスを終了したこともあり、当第３四半期連結累計期間の外国為替証拠金取引業務にかかる

収益は、前第３四半期連結累計期間比68.5％減の68百万円となりました。 

③証券取引業務 

当第３四半期連結累計期間の株式市場は、欧州経済への不安、新興国経済の先行き不透明感などを背

景に世界的に株式市場の回復が遅れる状況となりました。国内市場においては平成23年３月に発生した

東日本大震災の影響や円高の進行を嫌気する様相となったことから、市況回復というところまではいき

ませんでした。その結果、当第３四半期連結累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

における営業収入は前第３四半期連結累計期間比5.9％減の１億16百万円となりました。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については前第３四半期連

結累計期間比52.7％減の80百万円の収益を計上するにとどまりました。 

④その他 

当第３四半期連結累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損害保険代理店業務による保険料収入な

どに加え、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80百

万円（前第３四半期連結累計期間の運用報酬は81百万円）があり、合わせて96百万円の収益（前第３四

半期連結累計期間は96百万円の収益）を計上いたしました。 

また、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、グループ全体で経費の削減に

努めた結果、前第３四半期連結累計期間比18.1％減の27億91百万円となりました。 

以上の結果、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2.5％増の30億

13百万円、営業利益は２億21百万円（前第３四半期連結累計期間は営業損失が４億66百万円）、経常利

益は１億43百万円（前第３四半期連結累計期間は経常損失が５億19百万円）、四半期純利益は１百万円

（前第３四半期連結累計期間は四半期純損失が11億75百万円）となりました。 

  

（資産、負債、純資産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の流動資産は、短期差入保証金の減少、委託者先物取引差金の減少等に

より、第２四半期連結会計期間末に比べて1.5％減少し、236億98百万円となりました。固定資産につい

ては、有形固定資産の減価償却等により、第２四半期連結会計期間末に比べて0.8％減少し、100億42百

万円となりました。この結果、総資産は第２四半期連結会計期間末に比べて1.3％減少し、337億40百万

円となりました。 

②負債 

 当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、預り証拠金の減少等により、第２四半期連結会計期間末

に比べて1.0％減少し、206億04百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少等により、第２四

半期連結会計期間末に比べて5.8％減少し、20億08百万円となりました。また、特別法上の準備金とし

て３億82百万円を計上しております。この結果、負債合計は、第２四半期連結会計期間末に比べて

1.3％減少し、229億95百万円となりました。 

③純資産 

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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 当第３四半期連結会計期間末の純資産の合計は、利益剰余金の減少等により、第２四半期連結会計

期間末に比べて1.1％減少し、107億45百万円となりました。また、自己資本比率は、第２四半期連結会

計期間末の31.7％から、当第３四半期連結会計期間末は31.8％となり、当第３四半期連結会計期間末の

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７円25銭減少し、640円03銭となりました。 

  

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

常利益または当期純利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２四半期連結累計期間決算及び通期（連結会計

年度）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,009,542 8,925,833

委託者未収金 38,437 124,429

有価証券 300,150 500,200

商品及び製品 439,369 434,316

保管有価証券 1,989,309 1,675,249

金銭の信託 989,702 89,933

委託者先物取引差金 1,719,754 4,278,415

短期差入保証金 8,144,976 6,084,999

信用取引資産 944,503 702,111

信用取引貸付金 942,679 699,111

信用取引借証券担保金 1,823 3,000

その他 547,428 894,548

貸倒引当金 △5,995 △11,360

流動資産合計 24,117,179 23,698,678

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,202,458 3,112,466

土地 3,928,221 3,928,221

その他（純額） 112,560 107,063

有形固定資産合計 7,243,241 7,147,752

無形固定資産 194,236 114,817

投資その他の資産   

投資有価証券 1,609,469 1,390,923

長期貸付金 719,102 707,507

その他 1,207,133 1,194,156

貸倒引当金 △450,810 △513,097

投資その他の資産合計 3,084,894 2,779,488

固定資産合計 10,522,372 10,042,059

資産合計 34,639,551 33,740,737
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 4,207,695 4,012,821

1年内返済予定の長期借入金 566,640 566,640

リース債務 5,487 2,352

未払法人税等 30,835 27,444

賞与引当金 24,300 12,400

預り証拠金 9,099,399 10,153,341

外国為替取引預り証拠金 3,189,353 2,423,578

預り証拠金代用有価証券 1,988,924 1,603,950

信用取引負債 929,613 694,916

信用取引借入金 927,789 691,916

信用取引貸証券受入金 1,823 3,000

その他 911,912 1,107,426

流動負債合計 20,954,161 20,604,871

固定負債   

長期借入金 1,456,600 1,031,620

リース債務 2,223 844

退職給付引当金 569,739 588,209

役員退職慰労引当金 359,799 367,404

その他 22,110 20,220

固定負債合計 2,410,471 2,008,297

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 319,891 354,687

金融商品取引責任準備金 27,744 27,744

特別法上の準備金合計 347,635 382,431

負債合計 23,712,268 22,995,600

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 7,471,417 7,263,316

自己株式 △2,351,624 △2,357,645

株主資本合計 11,080,645 10,866,524

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △181,180 △148,601

その他の包括利益累計額合計 △181,180 △148,601

少数株主持分 27,817 27,214

純資産合計 10,927,282 10,745,137

負債純資産合計 34,639,551 33,740,737
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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 2,534,151 2,770,521

売買損益 199,769 137,824

その他 205,354 104,781

営業収益合計 2,939,275 3,013,127

営業費用 3,406,245 2,791,184

営業利益又は営業損失（△） △466,970 221,942

営業外収益   

受取利息 21,101 17,208

受取配当金 23,165 22,373

その他 34,542 14,579

営業外収益合計 78,809 54,161

営業外費用   

支払利息 106,077 89,207

その他 25,152 43,155

営業外費用合計 131,229 132,363

経常利益又は経常損失（△） △519,391 143,740

特別利益   

固定資産売却益 1,652 －

投資有価証券売却益 98,403 －

その他 2,069 －

特別利益合計 102,125 －

特別損失   

固定資産売却損 5,047 161

固定資産除却損 － 59,799

投資有価証券売却損 2,821 1

商品取引責任準備金繰入額 143,863 34,795

金融商品取引責任準備金繰入額 124 －

投資有価証券評価損 119 33,664

役員退職慰労金 595,413 －

その他 22,925 700

特別損失合計 770,315 129,121

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（△）

△1,187,580 14,618

法人税、住民税及び事業税 15,068 13,615

法人税等調整額 △16,311 －

法人税等合計 △1,243 13,615

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（△）

△1,186,337 1,002

少数株主損失（△） △11,328 △603

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,175,009 1,605
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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

△1,186,337 1,002

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △107,904 32,578

その他の包括利益合計 △107,904 32,578

四半期包括利益 △1,294,242 33,581

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,282,913 34,184

少数株主に係る四半期包括利益 △11,328 △603
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

   
 （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。 

  

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

１．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 

 
（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86,858千円、各報告セグメントに分配してい

ない全社費用△760,774千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利益と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

(注)１
合計

調整額 

(注)２

四半期連 

損益計算 

計上額 

(注)３

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

セグメント利益又は損失(△) 487,618 △125,384 △70,720 291,512 △590 290,922 △757,892 △466,970

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

(注)１
合計

調整額 

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３

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 2,650,728 68,422 197,382 2,916,533 96,593 3,013,127 ― 3,013,127

  セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高
─ ― ― ― 86,858 86,858 △ 86,858 ―

計 2,650,728 68,422 197,382 2,916,533 183,452 3,099,985 △ 86,858 3,013,127

セグメント利益又は損失(△) 1,095,512 △ 112,341 △ 51,169 932,001 26,967 958,969 △ 737,027 221,942
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Ⅰ 前第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) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

 該当事項はありません。 

  

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

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 335,914 20.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 209,706 12.50 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

（６）重要な後発事象
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