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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 694 △30.7 △385 ― △377 ― △415 ―
24年3月期第1四半期 1,002 △13.8 48 610.0 17 ― 28 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △469百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 116百万円 （―％）

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 △24.83 ―
24年3月期第1四半期 1.67 ―

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 32,951 10,449 31.6 621.83
24年3月期 34,029 11,159 32.7 664.73
（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  10,413百万円 24年3月期  11,131百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 12.50 12.50

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、添付資料４ペー
ジの「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、
実際の業績等はさまざま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２ページ－４ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご参照ください。 

※  注記事項

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   ：  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 20,464,052 株 24年3月期 20,464,052 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,718,204 株 24年3月期 3,718,204 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 16,745,848 株 24年3月期1Q 16,766,798 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ギリシャをはじめとする欧州債務問題の深刻化に

よって世界経済が低迷を続けたことが影響し、急速に悪化する動きを見せました。また、４月当初１ド

ル82円水準であったドル／円相場が１ドル78円を割り込むなど円高傾向を強めたことも輸出関連企業に

悪影響を与えました。しかし、欧州各国の取り組みにより重債務国救済支援の道筋が示されはじめたこ

とで、世界経済や日本経済にも回復の期待が寄せられました。 

当第１四半期連結累計期間の外国為替市場では、欧州債務問題に起因する対主要通貨でのユーロ安が

続き、米国では経済指標の悪化から追加金融緩和観測が広がっていたことなどもあり、逃避通貨として

日本円が買われやすい流れとなりました。 

当第１四半期連結累計期間の株式市場では、世界の主要株式市場が低迷した流れに追随し、10,000円

を超えていた日経平均株価も8,200円台まで下落しました。その後は米国の追加金融緩和期待や円高傾

向の是正などの影響により9,000円台を回復しました。 

当第１四半期連結累計期間の商品先物市場では、ギリシャのユーロ離脱を巡る思惑などに市場全体が

圧迫され全般的に急落局面を迎えました。景気連動の傾向を強めていた金は、ギリシャ政権の連立が困

難となり再選挙が行われることとなったことで１トロイオンス1,650ドル水準から、およそ半月で100ド

ルを超える下落を見せました（ニューヨーク市場期近）。その後は欧州債務問題や米国の金融緩和観測

期待などを背景に方向感を欠く展開となり、概ね１トロイオンス1,550～1,650ドルのレンジでの推移と

なりました。東京市場でも同様の動きとなり、５月の急落時に１グラム4,000円（先限）を割り込み年

初来安値を更新しました。６月に入ってからは円安傾向も支援要因となり１グラム4,000円を下値目安

とした底堅い動きとなりました。白金は世界経済の低迷から依然として需要減退観測が根強かったこと

から徐々に値を下げました。４月当初の１トロイオンス1,650ドル水準（ニューヨーク市場期近）から

同1,400ドル台まで下げ、その後は同1,400～1,500ドルでの往来推移となり、金価格を大幅に下回る水

準が続きました。一方、原油は５月初旬まで１バレル100ドル（ニューヨーク市場ＷＴＩ期近）を上回

って推移していたものの欧州債務問題を契機に急落し、６月末には同80ドルを割り込みました。穀物は

作付面積の増加が見込まれたとうもろこしが軟調に推移する一方で、逆に同面積が減少見通しとなった

大豆相場は堅調に推移しました。また、穀物に関しては６月頃から米国産地で干ばつ懸念が広がったこ

とで生育への影響が懸念され価格は大きく上昇しました。天然ゴムは景気低迷観測を背景として自動車

触媒需要が伸び悩むと受け止められ、大きく値を切り下げました。 

このような状況の中で当第１四半期連結累計期間の全国商品取引所出来高は前第１四半期連結累計期

間比17.6％減の6,450千枚となりました。なお、今年４月にはNon-GMO大豆（東京穀物商品取引所）が、

５月にはコーヒー指数（関西商品取引所）とロブスタコーヒー生豆（東京穀物商品取引所）が各々取引

休止となりました。 

当第１四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１四半期連結累計期間の商品先物市場は、欧州債務問題や米国経済の不透明感等を背景に調整局

面を迎え、国内市場の出来高も貴金属市場が前第１四半期連結累計期間比15.3％減、農産物市場も同

42.6％減と低迷を余儀なくされました。当社においても貴金属市場、農産物市場の取引が伸び悩み、結

果として、当第１四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１四半期連結累計

期間比32.2％減の203千枚、受取手数料は前第１四半期連結累計期間比36.6％減の５億42百万円となり

ました。売買損益につきましては前第１四半期連結累計期間比61.8％減の８百万円の売買収益を計上い

たしました。  

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１四半期連結累計期間の外国為替市場は、欧州債務問題等が色濃く影響したことから相場動向の

読みづらい状況が続きました。当社においては取引所外国為替証拠金取引「エース３６５」に一本化し

た効果もあり、結果として、当第１四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１四半期連結累計期間比124.7％増の56百万円となりました。 

③証券取引業務 

当第１四半期連結累計期間の国内株式市場は、世界の主要株式市場が低迷した流れに追随し、方向感

の掴みづらい市場動向となりましたが、６月に入り、米国の追加金融緩和に対する期待等から相場が回

復する場面も見られ、結果として、当第１四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

取引業務にかかる収益は、前第１四半期連結累計期間比47.9％増の50百万円となりました。また、当第

１四半期連結累計期間の子会社株式会社マックマネー・インベストメントの証券ディーリング業務によ

る収益は前第１四半期連結累計期間比68.1％減の10百万円となりました。 

④その他 

当第１四半期連結累計期間のその他の事業としましては、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不動産賃貸業務による収入及び損害

保険代理店業務による保険料収入に加え、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等21百万円（前第１四半期連結累計期間の運用報酬等は26百万円）があり、

合わせて26百万円の収益（前第１四半期連結累計期間は32百万円の収益）を計上いたしました。 

また、当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業費用は、賞与引当金の計上を含めた人

件費の増加等により、前第１四半期連結累計期間比13.2％増の10億80百万円となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は、前第１四半期連結累計期間比30.7％減の６億

94百万円、営業損失は３億85百万円（前第１四半期連結累計期間の営業利益は48百万円）、経常損失は

３億77百万円（前第１四半期連結累計期間の経常利益は17百万円）、四半期純損失は４億15百万円（前

第１四半期連結累計期間の四半期純利益は28百万円）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１四半期連結累計期間末の流動資産は、短期差入保証金の減少等により、前連結会計年度末に比

べて3.0％減少し、230億73百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.7％減少

し、98億77百万円となりました。これは、投資有価証券が減少したことなどによるものであります。結

果として、総資産は前連結会計年度末に比べて3.2％減少し、329億51百万円となりました。 

②負債 

 当第１四半期連結累計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.04％増加し、205億84百万

円となりました。これは、短期借入金の増加等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末

に比べて20.7％減少し、14億93百万円となりました。これは、長期借入金の減少や役員退職慰労金制度

廃止に伴う役員退職慰労引当金取り崩し等によるものであります。また、特別法上の準備金として、４

億23百万円を計上しております。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.6％減少し、225

億01百万円となりました。 

③純資産 

 当第１四半期連結累計期間末の純資産の合計は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比

べて6.4％減少し、104億49百万円となりました。また、１株当たり純資産は621円83銭（前連結会計年

度末は664円73銭）、自己資本比率は31.6％（前連結会計年度末は32.7％）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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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多くを占

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月期より連結業績予想の公表を非開示とさせていただくことといたしまし

た。 

なお、業績予想を非開示とする代わりにグループの中核となるエース交易株式会社単体の月次ベース

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。 

業績予想を非開示とさせていただいておりますが、当社グループは環境の変化に的確に対応した営業

体制を整備し、今後も業績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。 

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

当社は、平成24年５月11日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議

し、平成24年６月28日開催の定時株主総会において役員退職慰労金を打切り支給することを決議しま

した。 

 これにより、役員退職慰労引当金を取り崩し、打切り支給に伴う未払額108,646千円を固定負債の

「その他」に含めて表示しております。 

  

 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(注記事項)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 8,849,752 9,310,260

委託者未収金 81,144 98,622

有価証券 500,100 300,270

商品及び製品 469,189 435,606

保管有価証券 1,686,068 1,669,465

金銭の信託 31,200 31,200

委託者先物取引差金 2,341,216 3,934,644

短期差入保証金 8,335,693 6,103,776

信用取引資産 621,454 781,691

信用取引貸付金 587,520 781,691

信用取引借証券担保金 33,934 －

その他 869,074 417,147

貸倒引当金 △9,984 △9,277

流動資産合計 23,774,910 23,073,407

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,082,518 3,054,298

土地 3,928,221 3,928,221

その他（純額） 157,802 166,013

有形固定資産合計 7,168,543 7,148,533

無形固定資産 106,299 102,097

投資その他の資産

投資有価証券 1,567,246 1,225,205

長期貸付金 707,507 697,507

その他 1,182,077 1,176,724

貸倒引当金 △476,871 △472,100

投資その他の資産合計 2,979,959 2,627,337

固定資産合計 10,254,802 9,877,968

資産合計 34,029,712 32,951,376
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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)

負債の部

流動負債

短期借入金 3,853,297 4,306,685

1年内返済予定の長期借入金 566,640 566,640

未払法人税等 24,232 11,176

賞与引当金 24,400 32,650

預り証拠金 9,862,706 9,486,980

外国為替取引預り証拠金 2,289,266 2,279,227

預り証拠金代用有価証券 1,686,068 1,657,024

信用取引負債 615,839 780,080

信用取引借入金 587,389 780,080

信用取引貸証券受入金 28,450 －

その他 1,654,446 1,464,530

流動負債合計 20,576,897 20,584,994

固定負債

長期借入金 889,960 748,300

退職給付引当金 594,007 603,537

役員退職慰労引当金 378,965 －

その他 21,307 141,708

固定負債合計 1,884,239 1,493,546

特別法上の準備金

商品取引責任準備金 380,844 394,890

金融商品取引責任準備金 28,291 28,291

特別法上の準備金合計 409,135 423,181

負債合計 22,870,272 22,501,721

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 7,512,827 6,845,757

自己株式 △2,357,645 △2,357,645

株主資本合計 11,116,035 10,448,965

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,371 △35,893

その他の包括利益累計額合計 15,371 △35,893

新株予約権 － 10,670

少数株主持分 28,033 25,912

純資産合計 11,159,439 10,449,655

負債純資産合計 34,029,712 32,951,376
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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

受取手数料 901,535 645,395

売買損益 61,280 23,320

その他 40,125 25,856

営業収益合計 1,002,941 694,572

営業費用 954,428 1,080,412

営業利益又は営業損失（△） 48,513 △385,839

営業外収益

受取利息 14,105 13,320

受取配当金 15,953 15,253

その他 10,853 12,638

営業外収益合計 40,912 41,212

営業外費用

支払利息 34,108 29,097

その他 37,658 3,681

営業外費用合計 71,766 32,779

経常利益又は経常損失（△） 17,659 △377,406

特別利益

商品取引責任準備金戻入額 13,290 －

固定資産売却益 － 137

特別利益合計 13,290 137

特別損失

商品取引責任準備金繰入額 － 14,045

役員退職慰労金 － 11,109

その他 61 －

特別損失合計 61 25,154

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（△）

30,888 △402,423

法人税、住民税及び事業税 3,125 3,885

過年度法人税等 － 11,694

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,125 15,579

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（△）

27,762 △418,003

少数株主損失（△） △247 △2,120

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28,010 △415,882
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

27,762 △418,003

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 88,642 △51,264

その他の包括利益合計 88,642 △51,264

四半期包括利益 116,405 △469,267

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,653 △467,147

少数株主に係る四半期包括利益 △247 △2,120
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該当事項はありません。

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

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)

（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10,322千円、各報告セグメントに分配してい

ない全社費用△269,553千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。

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

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）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 550,752 56,073 61,588 668,414 26,158 694,572 ― 694,572

セグメント間の内部

営業収益又は振替高
─ ― ― ― 32,203 32,203 △ 32,203 ―

計 550,752 56,073 61,588 668,414 58,362 726,776 △ 32,203 694,572

セグメント利益又は損失(△) △ 91,208 △ 21,340 △ 14,522 △ 127,100 491 △ 126,608 △ 259,230 △ 385,839

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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