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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 1,513 △26.0 △301 ― △263 ― △359 ―

23年3月期 2,043 △11.1 △174 ― △154 ― △173 ―

（注）包括利益 24年3月期 △354百万円 （―％） 23年3月期 △203百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △66.68 ― △8.2 △0.8 △19.9

23年3月期 △30.39 ― △3.7 △0.4 △8.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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 33,346 4,161 12.5 828.80
23年3月期 36,943 4,597 12.4 835.88

（参考） 自己資本   24年3月期  4,161百万円 23年3月期  4,597百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 598 △13 △81 3,311
23年3月期 △259 △64 △57 2,808

2.  配当の状況 

（参考）当社では中間配当制度を導入しておりますが、中間配当は実施しておりません。当期の配当につきましては、無配とさせていただきます。また、来
期の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 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

25年3月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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。 



※  注記事項 

(1) 期中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) 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） 

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 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 1,522,562 株 23年3月期 1,043,862 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 5,390,149 株 23年3月期 5,724,025 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 68 4.7 △10 ― △82 ― △57 ―

23年3月期 65 △3.5 △4 ― △2 ― △153 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △10.71 ―

23年3月期 △26.74 ―

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 5,551 5,362 96.6 1,068.02
23年3月期 5,715 5,501 96.3 1,000.37

（参考） 自己資本 24年3月期  5,362百万円 23年3月期  5,501百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
は終了していません。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）におけるわが国経済は、昨年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。しかし、世界経済の緩やかな回復傾向が続き、欧州の財政不安が収束に向かいつつあることに加え、年

明け以降に国内外で積極的な金融緩和策が取られたことで、景気回復の兆しも見受けられました。 

 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1,121百万円（前期比36.9％減）となり、トレーデ

ィング損益△５百万円、売上高394百万円（同51.4％増）となりました。また、販売費及び一般管理費は1,485百万円

（同26.5％減）となりました。 

 また、当社の連結子会社でありますスター為替証券株式会社において、平成23年８月２日に取引所為替証拠金取引

「くりっく365」のシステム障害が発生しております。当該システム障害に伴い、同年９月８日及び10月27日に公表

いたしました「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、特別損失として「システム障害費用」を63百万

円計上しております。なお、当該連結子会社は、同年10月14日に金融商品取引法第51条の規定に基づき、関東財務局

より業務改善命令を受けております。 

 この結果、当連結会計年度の当社グループの連結業績は、営業収益1,513百万円（前期比26.0％減）、営業損失301

百万円（前期は174百万円の営業損失）、経常損失263百万円（前期は154百万円の経常損失）、当期純損失359百万円

（前期は173百万円の当期純損失）となりました。 

（投資・金融サービス業） 

・外国為替証拠金取引業 

 ４月の米ドル円相場は、３月の協調介入後の円安基調を引き継いで始まり、一時前年９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、翌月５

日には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円台から82円台のレンジでの推移と

なりました。 

 ７月に入ると、米国の金融緩和の長期化観測が高まったことで、米ドル全面安の流れが明確になり、８月中

旬に一時１ドル＝75.95円、10月下旬には75.32円と記録的な円高水準に達しました。これを受けて円売り介入

が実施されたものの、一時的な効果に止まりました。11月に入り欧州債務問題が深刻化したことから対ユーロ

での値動きは激しくなった一方、米ドル円固有の要因が乏しくなり、12月末までは１ドル＝76円台から78円台

での推移となりました。 

 １月から２月中旬までは特に動きがなかったものの、２月14日の金融政策決定会合で日銀が追加金融緩和を

決定したことを切っ掛けにドル高円安傾向に反転し、２月22日に１ドル80円台を回復、翌月３月15日には昨年

４月以来の84円台を付け、期末は１ドル＝82.79円となりました。 

 なお、当連結会計年度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121,116

千枚（前期比1.9％減）、当社グループの取引高は8,911千枚（同40.9％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、当連結会計年度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1,042千枚（前期比132.8％増）、当社グループの取引高は106千枚（同93.8％増）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1,118百万円（前期比37.3％減）、営業損失237百万円（前期は

83百万円の営業損失）となりました。 

（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、昨年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、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でシェア競争が加速し

ているほか、太陽光発電システムの販売業者の中には住宅業界や電設・電器業界以外からの新規参入も散見さ

れ、販売業者間の競争激化も進みました。 

 当連結会計年度の当社グループの再生エネルギー・環境事業の売上高は394百万円（前期比51.4％増）でありま

す。 

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産等の状況） 

 当連結会計年度末における総資産につきましては、流動資産が32,795百万円（前期比3,461百万円減）、固定資産

が550百万円（同135百万円減）となり、33,346百万円（同3,597百万円減）となりました。 

 流動資産の減少は、主として差入保証金が2,973百万円、預託金が300百万円減少したことによるものです。 

 固定資産の減少は、主として投資その他の資産が133百万円減少したことによるものです。 

 当連結会計年度末における負債につきましては、流動負債28,391百万円（同3,186百万円減）、固定負債718百万円

（同16百万円増）となり、29,184百万円（同3,161百万円減）となりました。 

 流動負債の減少は、主として外国為替取引預り証拠金が3,339百万円減少したことによるものです。 

 固定負債の増加は、主として負ののれんが29百万円減少したものの、退職給付引当金が45百万円増加したことによ

るものです。 

 純資産合計は4,161百万円となり、前期と比べ、435百万円の減少となりました。これは主として利益剰余金が359

百万円減少したことによるものです。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが598百万円、投資活動によるキャ

ッシュ・フローが△13百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△81百万円となったことから、前連結会計年度

末に対して503百万円増加（17.9％増）し、3,311百万円となりました。 

 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは598百万円（前期は△259百万円）となりました。

税金等調整前当期純損失△357百万円を計上し、外国為替取引預り証拠金の減少額が3,339百万円、貸倒引当金の減少

額が183百万円となったものの、差入保証金の減少額が2,973百万円となったことなどによります。 

 当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは△13百万円（前期は△64百万円）となりました。

これは、無形固定資産の取得による支出が△９万円、長期前払費用の取得による支出が△４百万円となったことなど

によります。 

 当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出△81百万円により、

△81百万円（前期は△57百万円）となりました。  

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

*「時価ベースの自己資本比率」の株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

*「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については有利子負債及び利払いがないため記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けており、当社グループの利益状況に合わせた配当

を前提とし、財務内容及び事業展開等を勘案したうえで、可能な限り安定的かつ継続的な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、当事業年度の配当につきましては、ここ数年来における当社グループの業績を踏まえ、誠に遺憾な

がら無配とさせていただきたいと存じます。また、来期の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。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％）  22.6  19.8  14.6  12.4  12.5

時価ベースの自己資本比率（％）  3.6  2.2  2.3  2.0  3.0
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(4）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事項のうち、当社グループの事業に関するリスクについて、主な事項を記載しております。ま

た、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る事項については記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の回

避に努めております。 

 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

①当社グループの事業内容及び事業環境について 

 当社グループの収益は、大部分が取引所為替証拠金取引「くりっく365」における受入手数料となっているため、

当該取引事業の業績によって当社グループの経営成績や財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当該取引事業の業績は為替市場の動向によって収益状況に大きく影響を及ぼすほか、国内外の株式市場の

動向や経済状況、政局、天候・災害など様々な要因からも影響を受けます。 

②主要事業の登録等について 

 当社グループは、金融商品取引に関する業務を行っております。これらの業務は金融商品取引法の適用を受ける

ものであり、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ営んではならない旨定められております。連結子会社のス

ター為替証券株式会社は、これらの法の規定に基づき、登録を受けております。 

 当社グループの事業活動の継続には、前述のとおり金融商品取引業者の登録が必要となりますが、現時点におい

て連結子会社はこれらの取消事由に該当する事実や業務停止等の行政処分を受けるような事実はないと認識してお

ります。しかしながら、将来、何らかの事由により登録の取消等があった場合には、当社グループの事業の継続性

及び経営成績や財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

③法令・規則等の改定による新たな規制の導入について 

 当社グループの主要事業である投資・金融サービス業について、法令・規則等の改定等により新たな規制が導入

された場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

④競合他社について 

 当社グループの中核事業である取引所為替証拠金取引「くりっく365」においては、従来からの競合他社が多数存

在しているほか、新規参入も活発化しているため競争の激しい状況が続いています。このような状況の中、当社グ

ループの事業領域への新規参入が増加したり、既存の競合他社による手数料引き下げなどの営業戦略が実施された

場合には当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤システム障害について 

 当社グループの中核事業である取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、オンライン取引であるためコンピュー

タシステムが当社グループにおける重要な事業基盤となっております。そのため、システムの改善、サーバーの増

強などシステムが安定的に稼動するよう努めておりますが、ハード・ソフトウェアの不具合のほか、人為的ミス、

災害などによりシステム障害が発生し、当該取引についての処理に異常をきたした場合には、当社グループの経営

成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥営業戦略及びシステム投資について 

 当社グループの中核事業である取引所為替証拠金取引「くりっく365」においては、前述の「④競合他社につい

て」にあるように競争の激しい状況が続いているため、営業戦略の一環として、新規顧客の獲得と既存顧客の流出

防止のために手数料ディスカウントなどの各種キャンペーンを行っております。しかしながら、当初予想していた

とおりに営業戦略上の効果が得られない場合は、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 また、システム投資については、前述の「⑤システム障害について」にあるように、コンピュータシステムは当

社グループにおける重要な事業基盤であるため、新たなサービスの提供や顧客の利便性向上による競争力強化を目

的としたシステム投資は必要不可欠であります。しかしながら、システム投資の額が想定以上に多額になった場合

及び当初予想していたとおりの投資効果が得られない場合等においては、当社グループの経営成績や財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

⑦顧客情報が流出するリスクについて 

 当社グループは、住所、電話番号等の顧客の個人情報を大量に保有しております。これらの顧客情報は、厳重に

管理を行っておりますが、コンピュータシステムの不正利用や過失により外部に流出した場合、社会的責任を問わ

れるだけでなく、損害賠償を請求される可能性があります。 
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⑧訴訟について 

 当社グループの事業活動に関連し、様々な事由により、当社グループに対して訴訟その他の請求が提起される可

能性があり、その内容によっては当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当連結会計年度末時点において、当社グループに対する係属中の損害賠償請求事件はございません。  

⑨再生エネルギー・環境事業について 

 当社グループは、平成21年７月から同事業の営業活動を開始しております。しかしながら、当連結会計年度にお

いて利益を計上するに至っておらず、黒字体質への早期転換が急務となっております。今後、国及び自治体の補助

金事業などの政策の変化やより一層の競争激化などにより、収支状況が悪化する可能性があります。 

⑩継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、前連結会計年度まで７期連続の営業損失を計上しており、当連結会計年度においても営業損失

301百万円を計上しております。また、中核事業である外国為替証拠金取引業、特に取引所為替証拠金取引「くりっ

く365」に関しては、①平成23年８月２日から３日にかけて発生した連結子会社スター為替証券株式会社の「くりっ

く365」のシステム障害、②平成23年８月１日から開始されたレバレッジ規制、③競合他社の増加やそれに伴う手数

料ディスカウントなどの競争激化の影響から業績が低迷しており、その回復が不透明な状況であります。これに伴

い当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し

ております。 

 当社グループは、当該状況への対応策に取り組んでまいります。なお、当該対応策の詳細は、「３．経営方針」

の「(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」に記載しております。 

 また、これらの対応策の実施に加え、当連結会計年度末における当社グループの有利子負債はなく、現金及び預

金残高は3,700百万円と当面の手元資金に不安はないため、継続企業の前提に関して重要な不確実性は認められない

ものと判断しております。  
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 当社グループは、当社、連結子会社３社（スター為替証券株式会社、グリーン環境株式会社、スターインベスト株式

会社）で構成され、「投資・金融サービス業」と「再生エネルギー・環境事業」を営んでおります。 

 当社グループの中核となる「投資・金融サービス業」については、連結子会社のスター為替証券株式会社で取扱う取

引所為替証拠金取引「くりっく365」が主たる事業となっております。また、「再生エネルギー・環境事業」について

は、連結子会社のグリーン環境株式会社にて住宅用太陽光発電システム及びオール電化製品の販売及び施工等を行って

おります。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、持株会社である当社と連結子会社３社により構成されており、中核事業である投資・金融サービ

ス業のサービスを提供するほか、再生エネルギー・環境事業を展開していくことにより、継続的な企業価値の向上に

努め、顧客、株主、地域社会の信頼に応えうる企業グループを目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、変化の激しい市場環境において、安定的に収益を確保することが重要であると考え、自己資本当

期純利益率の向上を重要な経営課題と捉えており、資本効率の良い経営を目指し、中長期的な自己資本当期純利益率

の向上に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループは、「収益構造の多様化」を中長期的な経営戦略の柱として掲げ、中核事業である投資・金融サービ

ス業の拡大と再生エネルギー・環境事業を展開することにより、その実現を目指しております。 

 そうした中で、中核事業である外国為替証拠金取引業、特に取引所為替証拠金取引「くりっく365」に関しては、

①平成23年８月２日から３日にかけて発生した連結子会社スター為替証券株式会社の「くりっく365」のシステム障

害、②平成23年８月１日から開始されたレバレッジ規制、③競合他社の増加やそれに伴う手数料ディスカウントなど

の競争激化の影響から業績が低迷しており、その回復が不透明な状況であります。 

 当社グループは、当該状況に対応すべく、以下のとおり対応策を講じ、取り組んでまいります。  

①投資・金融サービス業 

 当社グループの中核事業である外国為替証拠金取引業、特に取引所為替証拠金取引「くりっく365」について

は、競合他社の増加やそれに伴う手数料ディスカウントなどの競争激化により、前連結会計年度と比べ預り証拠金

が減少に転じ、受入手数料については減少傾向が続いているなど競争力と収益力の強化が課題となっております。

 今後は平成22年11月から取扱いを開始した取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」と併せて、引き続きプ

ロモーションやキャンペーンに注力することで、競争力と収益力の強化を目指します。 

 また、スター為替証券株式会社の「くりっく365」のシステム障害につきましては、平成23年10月14日に監督当

局である関東財務局より業務改善命令を受けております。 

 当社グループといたしましては、同年10月28日に関東財務局に提出いたしました業務改善計画を着実に実行する

ことで信頼の回復に取り組んでまいります。 

 なお、平成24年４月５日に先のシステム障害とは別の要因で発生した障害につきましては、すでに別途改善策を

講じており、今後も必要な対策を強化してまいります。 

  

②再生エネルギー・環境事業 

 当社グループは、平成21年７月から同事業の営業活動を開始しておりますが、当連結会計年度において利益計上

するに至っておらず、ビジネスモデルの再構築による黒字化が課題となっております。 

 今後はネット販促の強化など営業活動の効率化に加え、本年１月から施工部門を新設し、施工による収益増と施

工外注費の削減を見込んでおります。これらの施策により黒字体質への早期転換を目指します。   

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  3,785,415 ※1  3,700,172

預託金 1,400,000 1,100,000

顧客分別金信託 ※2  400,000 ※2  100,000

顧客区分管理信託 ※3  1,000,000 ※3  1,000,000

売掛金 2,677 3,595

トレーディング商品 － 80

商品 1,629 2,345

差入保証金 30,887,136 27,913,629

未収還付法人税等 60,993 406

その他 127,760 75,711

貸倒引当金 △8,516 －

流動資産合計 36,257,095 32,795,942

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 52,209 52,209

減価償却累計額 △22,258 △26,647

建物及び構築物（純額） 29,950 25,561

機械装置及び運搬具 3,395 5,121

減価償却累計額 △3,217 △3,475

機械装置及び運搬具（純額） 177 1,646

土地 43,941 43,941

その他 48,895 49,031

減価償却累計額 △41,243 △42,474

その他（純額） 7,651 6,556

有形固定資産合計 81,720 77,706

無形固定資産 103,849 105,293

投資その他の資産   

投資有価証券 205,494 195,098

その他 484,048 186,114

貸倒引当金 △188,863 △13,939

投資その他の資産合計 500,678 367,273

固定資産合計 686,249 550,272

資産合計 36,943,345 33,346,214

スターホールディングス㈱（8702）　平成24年3月期　決算短信

-8-



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,938 8,724

トレーディング商品 － 404

未払法人税等 10,159 10,984

繰延税金負債 480 －

外国為替取引預り証拠金 31,130,788 27,790,940

ポイント引当金 58,201 40,540

訴訟損失引当金 4,588 3,011

その他 370,204 537,186

流動負債合計 31,578,361 28,391,791

固定負債   

繰延税金負債 13,955 14,982

退職給付引当金 － 45,160

役員退職慰労引当金 320,720 320,720

負ののれん 366,845 337,497

固定負債合計 701,521 718,361

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 ※4  66,233 ※4  74,552

特別法上の準備金合計 66,233 74,552

負債合計 32,346,116 29,184,706

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 1,951,466

自己株式 △293,815 △375,242

株主資本合計 4,577,839 4,136,974

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 24,534

その他の包括利益累計額合計 19,390 24,534

純資産合計 4,597,229 4,161,508

負債・純資産合計 36,943,345 33,346,214
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収益   

受入手数料 1,778,748 1,121,798

トレーディング損益 － △5,584

売上高 260,724 394,634

その他 4,277 2,191

営業収益計 2,043,750 1,513,039

売上原価 197,997 329,151

純営業収益 1,845,752 1,183,887

販売費及び一般管理費   

取引所関係費 525,715 311,834

人件費 ※1  556,149 ※1  433,085

旅費及び交通費 13,302 10,586

広告宣伝費 225,747 158,861

通信費 43,180 26,625

不動産賃借料 73,420 68,600

電算機費 267,490 235,478

減価償却費 41,905 54,342

貸倒引当金繰入額 22,649 －

ポイント引当金繰入額 36,105 －

訴訟損失引当金繰入額 － 2,793

その他 214,475 183,473

販売費及び一般管理費合計 2,020,144 1,485,681

営業損失（△） △174,391 △301,793

営業外収益   

受取利息 2,177 1,687

受取配当金 2,729 2,199

負ののれん償却額 29,347 29,347

貸倒引当金戻入額 － 6,672

その他 3,111 7,304

営業外収益合計 37,365 47,211

営業外費用   

投資事業組合運用損 12,959 7,854

貸倒引当金繰入額 1,703 －

為替差損 2,392 781

減価償却費 2 2

その他 503 514

営業外費用合計 17,562 9,153

経常損失（△） △154,588 △263,734
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

訴訟損失引当金戻入額 15,320 －

投資有価証券売却益 1,337 －

その他 24 －

特別利益合計 16,681 －

特別損失   

固定資産除却損 ※2  121 ※2  114

減損損失 ※3  1,185 －

金融商品取引責任準備金繰入れ 14,802 8,319

投資有価証券評価損 － 9,360

割増退職金 15,350 7,710

システム障害費用 － 63,900

賃貸借契約解約損 3,081 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,195 －

その他 2,400 4,200

特別損失合計 51,137 93,605

税金等調整前当期純損失（△） △189,044 △357,340

法人税、住民税及び事業税 4,368 3,225

法人税等調整額 △19,464 △1,127

法人税等合計 △15,095 2,097

少数株主損益調整前当期純損失（△） △173,948 △359,438

当期純損失（△） △173,948 △359,438
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △173,948 △359,438

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,881 5,143

その他の包括利益合計 △29,881 ※  5,143

包括利益 △203,830 △354,294

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △203,830 △354,294
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,500,000 2,500,000

当期末残高 2,500,000 2,500,000

資本剰余金   

当期首残高 60,749 60,749

当期末残高 60,749 60,749

利益剰余金   

当期首残高 2,484,853 2,310,904

当期変動額   

当期純損失（△） △173,948 △359,438

当期変動額合計 △173,948 △359,438

当期末残高 2,310,904 1,951,466

自己株式   

当期首残高 △235,909 △293,815

当期変動額   

自己株式の取得 △57,906 △81,426

当期変動額合計 △57,906 △81,426

当期末残高 △293,815 △375,242

株主資本合計   

当期首残高 4,809,693 4,577,839

当期変動額   

当期純損失（△） △173,948 △359,438

自己株式の取得 △57,906 △81,426

当期変動額合計 △231,854 △440,864

当期末残高 4,577,839 4,136,974
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 49,271 19,390

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,881 5,143

当期変動額合計 △29,881 5,143

当期末残高 19,390 24,534

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 49,271 19,390

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,881 5,143

当期変動額合計 △29,881 5,143

当期末残高 19,390 24,534

純資産合計   

当期首残高 4,858,965 4,597,229

当期変動額   

当期純損失（△） △173,948 △359,438

自己株式の取得 △57,906 △81,426

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,881 5,143

当期変動額合計 △261,736 △435,720

当期末残高 4,597,229 4,161,508
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △189,044 △357,340

減価償却費 41,908 54,572

減損損失 1,185 －

負ののれん償却額 △29,347 △29,347

有形固定資産除却損 121 114

投資有価証券売却損益（△は益） △1,337 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △94,459 △183,440

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 45,160

受取利息及び受取配当金 △4,906 △3,887

預託金の増減額（△は増加） － 300,000

差入保証金の増減額（△は増加） △4,363,634 2,973,506

長期未収債権の増減額（△は増加） 121,286 17,180

外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） 4,039,388 △3,339,848

ポイント引当金の増減額（△は減少） 36,105 △17,661

預り金の増減額（△は減少） △23,114 245

その他 238,519 1,080,483

小計 △227,326 539,737

利息及び配当金の受取額 4,964 3,887

法人税等の支払額 △65,241 △4,759

法人税等の還付額 28,314 59,798

営業活動によるキャッシュ・フロー △259,289 598,663

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,606 △2,067

無形固定資産の取得による支出 △14,030 △9,080

長期前払費用の取得による支出 △50,300 △4,400

投資有価証券の売却による収入 2,337 －

従業員に対する貸付けによる支出 △1,800 △1,600

従業員に対する貸付金の回収による収入 1,935 2,392

その他 2,615 930

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,849 △13,825

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △57,906 △81,426

配当金の支払額 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,906 △81,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △382,046 503,411

現金及び現金同等物の期首残高 3,190,092 2,808,046

現金及び現金同等物の期末残高 2,808,046 3,311,458
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該当事項はありません。 

  

１. 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数     ３社 

 連結子会社の名称    スター為替証券㈱ 

  スターインベスト㈱ 

  グリーン環境㈱  

  

２. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

  

３. 会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ 有価証券 

（イ）売買目的有価証券 

 時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 

（ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決算報

告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

ロ デリバティブ 

 時価法によっております。 

ハ たな卸資産 

   商品  

  個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。  

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。 

ハ 長期前払費用 

  均等償却をしております。 

 なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

③ 重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ ポイント引当金 

 取引促進を目的とするポイント制度に基づき、顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当連結会計

年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。 

ハ 訴訟損失引当金 

 商品先物取引事故及び金融商品取引事故による損失に備えるため、損害賠償請求等に伴う損失見込額のう

ち、金融商品取引責任準備金期末残高を超える額を計上しております。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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ニ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 なお、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（４年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しておりま

す。 

ホ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

ヘ 金融商品取引責任準備金 

 金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５の規定に基づき、「金融商品取引

業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。 

④ のれんの償却方法及び償却期間 

 平成22年３月31日以前に発生した負ののれんの償却については、20年間の定額法により償却をしておりま

す。 

⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び随時引き出し可能な

預金並びに取得日から３ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資のうち容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わないものからなっております。 

⑥ その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

   

(連結貸借対照表) 

 前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「ポイント引当金」は、重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の

連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた428,406千円

は、「ポイント引当金」58,201千円、「その他」370,204千円として組み替えております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「ポイント引当金

の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変

更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に表示していた274,625千円は、「ポイント引当金の増減額」36,105千円、「その他」238,519千円と

して組み替えております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

(7）表示方法の変更

(8）追加情報
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(9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

 ※１ 担保に供している資産 

   当座預金          千円 

     外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に備え

るため、取引先金融機関へ預託しております。   

917,642

 ※１ 担保に供している資産 

   当座預金          千円 

     外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に備え

るため、取引先金融機関へ預託しております。   

317,360

※２ 金融商品取引法第43条の２第２項に基づき、国内に

おいて信託会社等に信託された顧客分別金信託額であ

ります。 

※２          同左 

※３ 金融商品取引法第43条の３第２項に基づき、自己資

産と区分して管理するため信託された金銭信託であ

ります。 

※３          同左 

※４ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

※４          同左 

金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条の５   

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

※１ 人件費の内訳は、次のとおりであります。 ※１ 人件費の内訳は、次のとおりであります。 

役員報酬     千円103,400

従業員給与・賞与      千円343,539

退職給付費用    千円70,112

福利厚生費    千円39,097

合計      千円556,149

役員報酬     千円97,117

従業員給与・賞与      千円234,355

退職給付費用    千円66,349

福利厚生費    千円35,203

合計      千円433,085

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 千円0

器具及び備品 千円121

合計      千円121

器具及び備品 千円114

※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。 

────── 

 連結子会社 

場所 用途 種類 減損損失

大阪営業所 
(大阪市) 処分予定 設備    千円1,185

  

 当社グループは事業用資産について継続的に収支の

把握を行っている管理会計上の単位である事業所を独

立した単位としてグルーピングを行いました。また、

遊休資産についてはそれぞれの個別物件をグルーピン

グの 小単位として減損損失の兆候を判定しておりま

す。 

 この結果、当連結会計年度においては、上記資産を

備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計

上いたしました。  
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金： 

 当期発生額 △454千円

 組替調整額 7,273 

  税効果調整前 6,818 

  税効果額 △1,674 

  その他有価証券評価差額金 5,143 

   その他の包括利益合計 5,143 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び

株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自

己株式の取得による増加 株、単元未満株式の買取による増

加 株であります。 

  発行済株式の種類 自己株式の種類 

  普通株式 普通株式 

当連結会計年度期首 

株式数 
 6,543,700 株 713,122 株

当連結会計年度 

増加株式数 
 ― 株 330,740 株

当連結会計年度 

減少株式数 
 ― 株 ―株

当連結会計年度末 

株式数 
 6,543,700 株 1,043,862 株

330,700

40

 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び

株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、取締役会決

議による自己株式の取得によるものであります。 

  発行済株式の種類 自己株式の種類 

  普通株式 普通株式 

当連結会計年度期首

株式数 
 6,543,700 株 1,043,862 株

当連結会計年度 

増加株式数 
 ― 株 478,700 株

当連結会計年度 

減少株式数 
 ― 株 ―株

当連結会計年度末 

株式数 
 6,543,700 株 1,522,562 株

478,700

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,785,415 千円

証券取引責任準備金口 △10,792 千円

金融先物取引責任準備金口 △48,933 千円

外国為替取引担保預金 △917,642 千円

現金及び現金同等物 2,808,046 千円

現金及び預金勘定 3,700,172 千円

証券取引責任準備金口 △10,792 千円

金融先物取引責任準備金口 △60,560 千円

外国為替取引担保預金 △317,360 千円

現金及び現金同等物 3,311,458 千円
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１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、持株会社体制をとっており、商品・サービス別に子会社を置き、事業活動を展開しております。

 したがって、当社は、子会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「投資・

金融サービス業」及び「再生エネルギー・環境事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「投資・金融サービス業」は、外国為替証拠金取引業等を行っております。「再生エネルギー・環境事

業」は、省エネルギー機器等の販売及び施工等を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。 

 報告セグメントの損失は、営業損失ベースの数値であります。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

（単位：千円）

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

報告セグメント

調整額 
（注）２ 

連結
財務諸表 
計上額 
（注）３ 

投資・金融
サービス業 

再生
エネルギー・
環境事業 

合計

営業収益           

(1)外部顧客への営業収益  1,783,026  260,724  2,043,750  ―  2,043,750

(2)セグメント間の内部取引高 
  又は振替高 

 ―  ―  ―  ―  ―

計  1,783,026  260,724  2,043,750  ―  2,043,750

セグメント損失(△)  △83,923  △86,953  △170,877  △3,514  △174,391

セグメント資産  36,627,336  14,003  36,641,340  302,005  36,943,345

その他の項目（注）1           

減価償却費  40,434  518  40,953  954  41,908

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額  60,626  1,400  62,026  7,910  69,936
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

（単位：千円）

（注）1.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用と同費用に係る償却額が含

まれております。 

   2.調整額の内容は以下のとおりであります。  

   （1）セグメント営業収益                         （単位：千円） 

    （2）セグメント損失                           （単位：千円） 

   全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    （3）セグメント資産                           （単位：千円） 

   当連結会計年度のセグメント資産の調整額137,362千円は、主に当社余裕運転資金（現金及び預

金）であります。 

  

報告セグメント

調整額 
（注）２ 

連結
財務諸表 
計上額 
（注）３ 

投資・金融
サービス業 

再生
エネルギー・
環境事業 

合計

営業収益           

(1)外部顧客への営業収益  1,118,404  394,634  1,513,039  ―  1,513,039

(2)セグメント間の内部取引高 
  又は振替高 

 ―  28  28  △28  ―

計  1,118,404  394,663  1,513,036  △28  1,513,039

セグメント損失(△)  △237,591  △53,208  △290,799  △10,994  △301,793

セグメント資産  33,170,142  38,709  33,208,851  137,362  33,346,214

その他の項目（注）1           

減価償却費  52,712  284  52,996  1,576  54,572

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額  43,480  2,067  45,547  ―  45,547

  前連結会計年度 当連結会計年度 

 セグメント間取引消去  ―  △28

 全社費用  ―  ―

 合計  ―  △28

  前連結会計年度 当連結会計年度 

 セグメント間取引消去  1,409  ―

 全社費用  △4,924  △10,994

 合計  △3,514  △10,994

  前連結会計年度 当連結会計年度 

 セグメント間取引消去  △5,413,117  △5,413,722

 全社資産  5,715,123  5,551,085

 合計  302,005  137,362
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    （4）その他の項目                            （単位：千円） 

  

   3．セグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。  

  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

（1）営業収益 

    本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。  

（2）有形固定資産 

    本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 主要な顧客の区分の外部顧客への営業収益のうち、特定の顧客への営業収益で連結損益計算書の営業収益

の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

（1）営業収益 

    本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。  

（2）有形固定資産 

    本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  主要な顧客の区分の外部顧客への営業収益のうち、特定の顧客への営業収益で連結損益計算書の営業収益

の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。   

  前連結会計年度 当連結会計年度 

 セグメント間取引消去  ―  ―

 全社減価償却費  954  1,576

 全社有形固定資産及び無形 

 固定資産の増加額  
 7,910  ―

 合計  8,864  1,576

ｂ．関連情報
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前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

（単位：千円）

    

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

    

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 平成22年４月１日前に行われた子会社の企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下

のとおりであります。 

（単位：千円）

   

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 平成22年４月１日前に行われた子会社の企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以

下のとおりであります。 

（単位：千円）

   

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

該当事項はありません。  

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  
投資・金融
サービス業 

再生
エネルギー・
環境事業 

計 調整額  合計 

減損損失  ―  1,185  1,185  ―  1,185

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  
投資・金融
サービス業 

再生
エネルギー・
環境事業 

計 調整額  合計 

当期償却額  29,347  ―  29,347  ―  29,347

当期末残高  366,845  ―  366,845  ―  366,845

  
投資・金融
サービス業 

再生
エネルギー・
環境事業 

計 調整額  合計 

当期償却額  29,347  ―  29,347  ―  29,347

当期末残高  337,497  ―  337,497  ―  337,497

ｆ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 円  銭835 88

１株当たり当期純損失金額 円  銭30 39

１株当たり純資産額 円  銭828 80

１株当たり当期純損失金額 円  銭66 68

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

① 連結損益計算書上の当期純損失         千円173,948

② 普通株式に係る当期純損失         千円173,948

③ 普通株主に帰属しない金額の 
主要な内訳 

該当なし

④ 普通株式の期中平均株式数         株5,724,025

⑤ 普通株式と同等の株式の
期中平均株式数の種類別内訳 

該当なし

① 連結損益計算書上の当期純損失         千円359,438

② 普通株式に係る当期純損失         千円359,438

③ 普通株主に帰属しない金額の 
主要な内訳 

該当なし

④ 普通株式の期中平均株式数         株5,390,149

⑤ 普通株式と同等の株式の
期中平均株式数の種類別内訳 

該当なし

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

────── （システム障害による損失補填について）  

 当社の連結子会社であるスター為替証券株式会社（以

下、同社）において、平成24年４月５日に取引システムに

障害が発生しております。これに伴い、同社の顧客に対

し、当該システム障害が直接の原因となって発生した損失

について、金融商品取引法第39条第３項の規定に基づく事

故として当該損失の補填を行っております。 

 これらの対応による損失補填の金額18百万円（概算）を

平成25年３月期第１四半期に計上する予定であります。 

 なお、同社では当該取引システムの委託先であるシステ

ム会社に対し、損害賠償を求めて現在交渉中であります。
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  (1)受入手数料 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

  

  (2)トレーディング損益 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  (3)売上高 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  (4)その他 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     

５．営業収益の状況

区分 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 前期比(％) 

金額(千円) 金額(千円)

外国為替証拠金取引       

取引所為替証拠金取引  1,744,240  1,102,325 △36.8

店頭為替証拠金取引  32,111  9,677 △69.9

外国為替証拠金取引計  1,776,351  1,112,002 △37.4

株価指数証拠金取引        

取引所株価指数証拠金取引  2,397  9,795  308.6

株価指数証拠金取引計  2,397  9,795  308.6

合計  1,778,748  1,121,798 △36.9

区分 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 前期比(％) 

金額(千円) 金額(千円)

証券取引 ―  △5,220 ―

外国為替証拠金取引 ―  △364 ―

合計 ―  △5,584 ―

区分 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 前期比(％) 

金額(千円) 金額(千円)

 再生エネルギー・環境事業  260,724  394,634  51.4

合計  260,724  394,634  51.4

区分 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 前期比(％) 

金額(千円) 金額(千円)

外国為替証拠金取引  4,251  2,189 △48.5

 その他  25  1 △94.1

合計  4,277  2,191 △48.8
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  (1) 外国為替証拠金取引 

（注）取引高は、取引所為替証拠金取引、店頭為替証拠金取引の合計となっております。 

  (2) 取引所株価指数証拠金取引（「くりっく株365」） 

６．各取引の売買高の状況

区分 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

取引高 取引高

米ドル／円 (千米ドル)  40,460,140  18,130,800

ユーロ／円 (千ユーロ)  24,417,270  18,399,670

豪ドル／円 (千豪ドル)  38,044,310  27,937,610

英ポンド／円 (千英ポンド)  31,856,760  9,670,100

ＮＺドル／円 (千ＮＺドル)  3,444,590  2,608,680

カナダドル／円      (千カナダドル)  1,570,940  684,400

スイスフラン／円  (千スイスフラン)  1,423,050  1,425,820

南アフリカランド／円 (千ＺＡＲ)  23,988,530  21,060,430

ユーロ／ドル (千ユーロ)  5,760,490  5,345,140

その他    8,072,610  5,893,280

区分 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

取引高 取引高

日経225  47,166  85,196

FTSE100  3,826  7,250

DAX  2,693  11,701

FTSE中国25  1,366  2,545

スターホールディングス㈱（8702）　平成24年3月期　決算短信

-26-


