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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 411 △55.6 △309 ― △301 ― △425 ―

24年3月期第2四半期 926 △17.0 △34 ― △10 ― △89 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △432百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △91百万円 （―％）

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2四半期 △85.52 ―

24年3月期第2四半期 △16.38 ―

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2四半期 30,431 3,719 12.2 750.02
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2四半期  3,719百万円 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  

（注）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めており、中間配当は無配となっております。また、期末配当の見通しにつきまし
ては現時点では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 0.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― ― ―

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」をご覧下さい。 

(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2Q 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2Q 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2Q 4,978,839 株 24年3月期2Q 5,488,772 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日）における我が国の経済状況は、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、景気回復の動きが続くと期待されているものの、欧州政府債務

危機を巡る不確実性が依然として高いことなどから、世界景気の下振れや金融資本市場の変動が、我が国の景気を

下押すリスクになっています。また、冬場に向けての電力供給の制約や、デフレの影響等にも注意が必要な状況が

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230百万円（前年同四半期 

比69.3％減）、売上高は179百万円（同1.6％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571百万円（同30.1％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。 

 また、連結子会社であるスター為替証券株式会社は、平成24年９月14日に東京金融取引所における為替証拠金取

引及び株価指数証拠金取引に係る事業と店頭為替証拠金取引に係る事業について、インヴァスト証券株式会社を承

継会社とする吸収分割契約書を締結いたしました。これに伴い、分割事業に係る固定資産の減損損失を108百万円

計上しております。当該吸収分割の詳細につきましては平成24年９月14日及び10月30日に提出いたしました適時開

示資料をご参照下さい。  

 この結果、当第２四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411百万円（前年同四半期比

55.6％減）、営業損失309百万円（前年同四半期は34百万円の営業損失）、経常損失301百万円（前年同四半期は10

百万円の経常損失）、四半期純損失425百万円（前年同四半期は89百万円の四半期純損失）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月後半からはおおむね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。 

 ７月に入ると米ドル相場は、欧州情勢の悪化を背景にユーロに対しては上昇したものの、ＦＲＢの追加緩和観

測の高まりから他の通貨に対しては弱含みの展開となり、特に対円では総じて緩やかな下落が続き、23日には一

時１ドル＝77円台に下落しました。その後は日本の通貨当局による介入警戒感もあり、８月中旬には米国経済指

標の改善を受けた米国債券利回りの上昇につれて、20日に１ドル＝79円台後半まで上昇したのち調整、また９月

には日銀の追加緩和もあって、再度１ドル＝79円台を回復する局面もありましたが長続きせず、米国債券利回り

が低下するにつれて米ドル安が進み、月末にかけては再び１ドル＝77円台に下落しました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間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27,713千枚（前年同四半期比61.5％減）、当社グループの取引高は1,773千枚（同70.7％減）となりました。 

・株価指数証拠金取引業  

 当第２四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784千枚（前年同四半期比75.7％増）、当社グループの取引高は45千枚（同34.1％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232百万円（前年同四半期比69.0％減）、営業損失279百万円

（前年同四半期は０百万円の営業利益）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。 

 なお、平成24年７月に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に

よる産業用太陽光発電システムの販売・施工の需要増に伴い、当社グループでは同システムの営業に注力してお

ります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 この結果、当第２四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179百万円（前

年同四半期比1.6％増）、営業損失27百万円（前年同四半期は27百万円の営業損失）となりました。 

  

  （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２四半期連結会計期間末における総資産は30,431百万円（前連結会計年度末比2,914百万円減）となりまし

た。内訳は流動資産が30,032百万円（同2,763百万円減）、固定資産が399百万円（同151百万円減）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2,364百万円減少、現金及び預金が457百万円減

少したことによるものです。 

 固定資産の減少は、主として無形固定資産が84百万円減少、投資その他の資産が64百万円減少したことによるも

のです。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は26,712百万円（同2,472百万円減）となりました。内訳は流動負債

が26,248百万円（同2,143百万円減）、固定負債が389百万円（同328百万円減）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2,390百万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3,719百万円となり、前連結会計年度末と比べ、442百万円の減少となりました。これは主として四

半期純損失を425百万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、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。 

  

（４）追加情報 

（吸収分割契約の締結） 

 当社連結子会社のスター為替証券株式会社は、平成24年９月14日に取引所為替証拠金取引「くりっく365」、取

引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」及び店頭為替証拠金取引「為替24」の事業について、インヴァスト証

券株式会社を承継会社とする吸収分割契約書を締結いたしました。本件分割の期日は、取引所為替証拠金取引「く

りっく365」及び取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」の事業につきましては平成24年12月２日、店頭為替

証拠金取引「為替24」の事業につきましては平成24年11月25日であります。詳細は平成24年９月14日及び10月30日

に提出いたしました適時開示資料をご参照下さい。 

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２四半期連結累計期間において

も、営業収益411百万円（前年同四半期比55.6％減）となり、営業損失309百万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」及び、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」と併せて、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てまいりました。しかし、業績は依然として低

迷が続き、将来においても回復の見込みが乏しいと判断せざるをえない状況となったことから、同事業の規模を縮

小することによって収支の改善を図り、財務状況の改善を進めることが急務と考えました。これにより、平成24年

９月14日に、取引所為替証拠金取引「くりっく365」、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」及び店頭為替

証拠金取引「為替24」の事業について、インヴァスト証券株式会社を承継会社とする吸収分割契約書を締結いたし

ました。詳細は平成24年９月14日及び10月30日に提出いたしました適時開示資料をご参照下さい。 

  

 次に再生エネルギー・環境事業に関しては、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月に施行された「電気事業者による再生可能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・施工の需要が増加しております。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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,700,172 3,242,975

預託金 1,100,000 1,100,000

売掛金 3,595 8,390

トレーディング商品 80 －

商品 2,345 50,743

差入保証金 27,913,629 25,549,194

未収還付法人税等 406 259

その他 75,711 81,265

流動資産計 32,795,942 30,032,828

固定資産   

有形固定資産 77,706 75,199

無形固定資産 105,293 20,978

投資その他の資産 367,273 302,941

投資有価証券 195,098 171,022

その他 186,114 145,201

貸倒引当金 △13,939 △13,283

固定資産計 550,272 399,119

資産合計 33,346,214 30,431,947
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,724 2,623

トレーディング商品 404 －

未払法人税等 10,984 5,718

外国為替取引預り証拠金 27,790,940 25,400,404

ポイント引当金 40,540 39,866

訴訟損失引当金 3,011 3,011

その他 537,186 796,727

流動負債計 28,391,791 26,248,353

固定負債   

繰延税金負債 14,982 12,146

退職給付引当金 45,160 53,401

役員退職慰労引当金 320,720 1,230

負ののれん 337,497 322,824

固定負債計 718,361 389,602

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 26,712,508

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 1,525,668

自己株式 △375,242 △384,892

株主資本合計 4,136,974 3,701,525

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 17,913

その他の包括利益累計額合計 24,534 17,913

純資産合計 4,161,508 3,719,439

負債・純資産合計 33,346,214 30,431,947
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 749,013 230,167

トレーディング損益 △40 1,310

売上高 176,228 179,117

その他 1,349 947

営業収益計 926,550 411,542

売上原価 144,175 150,326

純営業収益 782,374 261,215

販売費及び一般管理費 816,871 571,001

営業損失（△） △34,496 △309,786

営業外収益   

受取利息 868 795

受取配当金 1,677 1,657

負ののれん償却額 14,673 14,673

貸倒引当金戻入額 8,774 656

その他 2,536 545

営業外収益計 28,531 18,329

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 6 －

投資事業組合運用損 2,903 9,119

為替差損 1,639 540

減価償却費 1 －

その他 95 73

営業外費用計 4,646 9,733

経常損失（△） △10,611 △301,190

特別利益   

固定資産売却益 － 267

投資有価証券売却益 － 7,802

特別利益計 － 8,070

特別損失   

固定資産除却損 － 493

減損損失 － 108,299

金融商品取引責任準備金繰入れ 5,120 －

投資有価証券評価損 4,676 －

ゴルフ会員権評価損 － 966

割増退職金 2,363 －

再就職支援費用 4,200 3,000

システム障害費用 62,470 18,268

特別損失計 78,832 131,028

税金等調整前四半期純損失（△） △89,443 △424,148

法人税、住民税及び事業税 1,601 1,649

法人税等調整額 △1,127 －

法人税等合計 473 1,649

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △89,917 △425,798

四半期純損失（△） △89,917 △425,798

スターホールディングス㈱（8702） 平成25年３月期 第２四半期決算短信

-7-



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △89,917 △425,798

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,831 △6,620

その他の包括利益合計 △1,831 △6,620

四半期包括利益 △91,748 △432,418

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △91,748 △432,418
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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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