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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 245 △48.1 △156 ― △147 ― △170 ―

24年3月期第1四半期 473 △27.3 △17 ― △0 ― △13 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △149百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △12百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △34.05 ―

24年3月期第1四半期 △2.41 ―

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

25年3月期第1四半期 31,683 4,002 12.6 807.01
24年3月期 33,346 4,161 12.5 828.80

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,002百万円 24年3月期  4,161百万円

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  

（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。また、現時点で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

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 ―

25年3月期 ―

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。 



(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 

（注） 詳細は、P2 「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 をご覧ください。 

(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報告書のレビューの手続きの対象外であります。なお、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報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 6,543,700 株 24年3月期 6,543,700 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,584,562 株 24年3月期 1,522,562 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,998,756 株 24年3月期1Q 5,499,838 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日）におけるわが国経済は、依然として厳し

い状況にあるものの、平成23年３月に発災した東日本大震災の復興需要を背景に、雇用情勢がやや持ち直しつつあ

り、個人消費が緩やかに回復するなど、景気回復の動きが確かなものとなることが期待され始めました。しかし、

国外では、ギリシャをはじめ欧州政府債務危機を巡る不確実性が高まっており、金融資本市場の変動や海外景気の

下振れ等によって、わが国経済に下振れリスクが存在する状況が続いています。 

 このような経済・市場環境のもと、当社グループ営業収益については、受入手数料は129百万円（前年同四半期 

比67.6％減）、売上高は114百万円（同59.5％増）、トレーディング損益は1百万円（前年同四半期は0百万円の損 

失）となりました。また、販売費及び一般管理費は306百万円（同29.4％減）となりました。 

 なお、平成24年４月５日に発生いたしました、連結子会社であるスター為替証券株式会社の取引所為替証拠金取

引「くりっく365」の取引システム障害にかかった費用を、特別損失として18百万円計上しております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、営業収益245百万円（前年同四半期比

48.1％減）、営業損失156百万円（前年同四半期は17百万円の営業損失）、経常損失147百万円（前年同四半期は0

百万円の経常損失）、四半期純損失170百万円（前年同四半期は13百万円の四半期純損失）となりました。 

① 投資・金融サービス業  

・外国為替証拠金取引業  

 為替市場では2月初めから続いた米ドル高基調により、３月15日には昨年4月以来となる１ドル＝84円台を付け

ましたが、４月13日の日銀金融政策決定会合で「成長基盤強化支援の拡充」が決定されたことにより、急ピッチ

の米ドル高に対する警戒感が強まったことで、４月30日には1ドル＝80円を割り込むなどドル高に対する調整が

進み、5月後半はおおむね１ドル＝79円台で推移しました。その後6月下旬には欧州情勢を睨みながら、再びリス

ク回避姿勢が強まるにつれて米ドルは幾分上昇し、米ドル円相場と相関の高い、比較的残存期間の短い米国債券

利回りが強含む中、緩やかな米ドル高基調で推移し、１ドル＝80円台を回復する局面もありました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間の東京金融取引所における取引所外国為替証拠金取引「くりっく365」の取

引高は16,498千枚（前年同四半期比56.6％減）、当社グループの取引高は1,032千枚（同68.6％減）となりまし

た。 

・株価指数証拠金取引業  

 当第1四半期連結累計期間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

492千枚（前年同四半期比131.7％増）、当社グループの取引高は30千枚（同18.5％減）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131百万円（前年同四半期比67.2％減）、営業損失143百万円

（前年同四半期は５百万円の営業利益）となりました。 

② 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されていることに加え、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全国的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・

電機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。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの再生エネルギー・環境事業の売上高は114百万円（前

年同四半期比59.5％増）、営業損失９百万円（前年同四半期は16百万円の営業損失）となりました。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産等の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は31,683百万円（前連結会計年度末比1,662百万円減）となりまし

た。内訳は流動資産が31,114百万円（同1,681百万円減）、固定資産が568百万円（同18百万円増）となっておりま

す。 

 流動資産の減少は、主として前連結会計年度末比で差入保証金が1,490百万円減少、現金及び預金が259百万円減

少したことによるものです。 

 固定資産の増加は、主として無形固定資産が９百万円減少したものの、投資有価証券が32百万円増加したことに

よるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は27,681百万円（同1,503百万円減）となりました。内訳は流動負債

が27,198百万円（同1,192百万円減）、固定負債が407百万円（同310百万円減）となっております。 

 流動負債の減少は、主として前連結会計年度末比で外国為替取引預り証拠金が1,482百万円減少したことによる

ものです。 

 固定負債の減少は、主として前連結会計年度末比で役員退職慰労引当金が319百万円減少したことによるもので

す。 

 純資産合計は4,002百万円となり、前連結会計年度末と比べ、159百万円の減少となりました。これは主として四

半期純損失を170百万円計上したことによるものです。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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 当社グループは、前連結会計年度まで８期連続の営業損失を計上しており、当第１四半期連結累計期間において

も、営業収益245百万円（前年同四半期比48.1％減）となり、営業損失156百万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

及び平成24年４月５日に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。 

  こうした状況の対応策としまして、まず、投資・金融サービス業に関しては、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、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。 

 その他の新たなサービスとして、当連結会計年度中にバイナリーオプション取引等の導入を検討しております。

 次に再生エネルギー・環境事業に関しては、ネット販促の強化など営業活動の効率化に加え、平成24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。 

 また、平成24年７月に施工された電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法により、産業

用太陽光発電システムの販売・施工の需要増が期待されます。これまでの住宅用の販売・施工に加え、産業用太陽

光発電システムの販売・施工等にも注力することで、黒字体質への早期転換を目指します。 

   

   

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,700,172 3,440,705

預託金 1,100,000 1,100,000

売掛金 3,595 13,821

トレーディング商品 80 －

商品 2,345 36,432

差入保証金 27,913,629 26,422,856

未収還付法人税等 406 597

その他 75,711 100,393

流動資産計 32,795,942 31,114,806

固定資産   

有形固定資産 77,706 77,590

無形固定資産 105,293 95,359

投資その他の資産 367,273 395,650

投資有価証券 195,098 227,957

その他 186,114 181,267

貸倒引当金 △13,939 △13,575

固定資産計 550,272 568,600

資産合計 33,346,214 31,683,406

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,724 10,855

トレーディング商品 404 －

未払法人税等 10,984 3,444

外国為替取引預り証拠金 27,790,940 26,308,590

ポイント引当金 40,540 38,924

訴訟損失引当金 3,011 3,011

その他 537,186 834,003

流動負債計 28,391,791 27,198,829

固定負債   

繰延税金負債 14,982 27,391

退職給付引当金 45,160 49,145

役員退職慰労引当金 320,720 1,230

負ののれん 337,497 330,161

固定負債計 718,361 407,927

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 74,552 74,552

特別法上の準備金計 74,552 74,552

負債合計 29,184,706 27,681,310
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

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 1,951,466 1,781,255

自己株式 △375,242 △384,892

株主資本合計 4,136,974 3,957,112

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 24,534 44,984

その他の包括利益累計額合計 24,534 44,984

純資産合計 4,161,508 4,002,096

負債・純資産合計 33,346,214 31,683,406
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 401,610 129,923

トレーディング損益 △100 1,310

売上高 71,652 114,300

その他 581 458

営業収益計 473,744 245,992

売上原価 56,644 95,182

純営業収益 417,100 150,809

販売費及び一般管理費 434,414 306,896

営業損失（△） △17,314 △156,086

営業外収益   

受取利息 148 139

受取配当金 1,677 1,657

負ののれん償却額 7,336 7,336

貸倒引当金戻入額 8,310 364

その他 181 378

営業外収益計 17,655 9,876

営業外費用   

為替差損 1,151 847

減価償却費 0 －

その他 － 73

営業外費用計 1,152 921

経常損失（△） △812 △147,130

特別損失   

固定資産除却損 － 0

金融商品取引責任準備金繰入れ 3,127 －

投資有価証券評価損 4,703 －

ゴルフ会員権評価損 － 966

割増退職金 1,459 －

再就職支援費用 3,000 3,000

システム障害費用 － 18,280

特別損失計 12,290 22,247

税金等調整前四半期純損失（△） △13,102 △169,378

法人税、住民税及び事業税 800 833

法人税等調整額 △647 －

法人税等合計 153 833

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,255 △170,211

四半期純損失（△） △13,255 △170,211
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,255 △170,211

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 695 20,450

その他の包括利益合計 695 20,450

四半期包括利益 △12,560 △149,761

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,560 △149,761
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  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）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

（５）重要な後発事象

スターホールディングス㈱（8702）　平成25年3月期　第1四半期決算短信

-9-


