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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 3,320 △20.0 △706 ― △518 ― △566 ―
24年3月期 4,144 △0.2 490 ― 396 ― 251 ―

（注）包括利益 25年3月期 △474百万円 （―％） 24年3月期 447百万円 （―％）

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 営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 △33.81 ― △5.2 △1.6 △21.3
24年3月期 14.99 ― 2.3 1.2 11.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 ―百万円 24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

25年3月期 31,812 10,438 32.7 621.83
24年3月期 34,029 11,159 32.7 664.73

（参考） 自己資本 25年3月期 10,413百万円 24年3月期 11,131百万円

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

25年3月期 △3,569 3,409 93 1,066
24年3月期 984 △80 △1,136 1,119

2.  配当の状況
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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 251 100.1 2.3
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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、2-4ページの「1．
経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。



※  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）

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 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 3,718,367 株 24年3月期 3,718,204 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 16,745,832 株 24年3月期 16,753,040 株

（参考）個別業績の概要

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 2,892 △22.3 △688 ― △444 ― △479 ―
24年3月期 3,719 0.3 460 ― 420 ― 290 ―

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

25年3月期 △28.61 ―
24年3月期 17.35 ―

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 29,816 10,476 35.1 625.01
24年3月期 32,664 11,101 34.0 662.95

（参考） 自己資本 25年3月期 10,466百万円 24年3月期 11,101百万円

※ 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順の対象外であり、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

続き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
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、2-4ページの「1．
経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。
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（当期の経営成績）

当連結会計年度当初は、ユーロ圏景気の低迷が続き、中国景気も横ばいで推移する中、米国景気も減

速傾向が見られ、世界経済における景況感の悪化基調が鮮明化したことにより、日本の輸出に影響が及

んだことによって、第１四半期の日本経済は、大幅に悪化しました。その後、欧州各国の重債務国支援

が進んだことや、東日本大震災の復興需要を背景に景気悪化に歯止めがかかり、一時回復の動きが見ら

れたものの、円高の長期化や近隣諸国との外交問題の影響から、先行き不透明な状況が続きました。し

かしながら、平成24年12月の総選挙により発足した新政権による無制限の量的緩和策（アベノミクス）

を背景に景気回復期待が高まり、大幅な円安株高の流れとなりました。日銀による物価上昇率目標達成

のための金融緩和策の実施が決定され、景気回復期待の高まりが加速しました。

当連結会計年度の外国為替市場は、欧州債務問題や米国の追加金融緩和（QE３）期待から逃避通貨と

して日本円が買われやすい状況となり、１ドル80円を下回る場面も見られましたが、夏場以降は主要各

国の政権交代を睨み一進一退の動きとなりました。しかし、昨年12月の新政権発足により大規模な景気

刺激策が打ち出されたことから、急速な円安が進み１ドル96円を上回りました。また、米国経済に回復

の兆しが確認されはじめたことや欧州債務問題の終息観測などが広がったことも対主要通貨での円安を

支援しました。

当連結会計年度の株式市場は、第１四半期にギリシャのユーロ離脱観測などの欧州諸国問題を背景に

日経平均株価が10,000円台から8,000円台前半まで下落した後、平成24年６月以降は一進一退の値動き

となり 9,000円を挟んでの推移となりました。その後、同年９月に米国で追加金融緩和策（QE３）の導

入が決定され、日本でも政権交代による景気回復期待が高まり、実際に政府・日銀による大幅な金融緩

和が決定されたことなどを受けて、日経平均株価は10,000円の大台を突破し、平成25年３月にはリーマ

ン・ショック前の水準である12,000円台を回復しました。

当連結会計年度の商品先物市場は、金は第１四半期にインドの需要減退観測や欧州問題の混迷を受け

て１トロイオンス1,650ドル水準から約100ドルの急落局面を迎えました。その後、欧州問題の深刻化や

米国の金融緩和（QE３）観測などを背景に方向感を欠く展開が続き、1,550～1,650ドルのレンジで推移

していましたが、QE３の導入以降、インフレ懸念に拍車がかかり1,800ドル直前まで上昇しました（ニ

ューヨーク市場期近）。東京市場では、第３四半期まで為替相場の影響によりニューヨーク市場ほどの

大幅な上昇とはなりませんでしたが、第４四半期にニューヨーク市場が大幅に値を下げる中、急激な円

安進行の影響を受け、上場来高値となる１グラム5,000円台を突破しました（先限）。白金も当連結会

計年度前半は欧州債務問題を背景に世界経済の低迷が続くとの見方から１トロイオンス1,700ドル台か

ら1,400ドルを割り込む水準まで下落しましが、夏場以降に発生した南アの鉱山ストやQE３の影響で

1,700ドル台を回復しました。年末に米国の財政の崖を巡る懸念に値を下げる局面も見られたものの、

第４四半期には再び1,700ドル台を突破するなど景気連動の推移となりました（ニューヨーク市場期

近）。東京市場も金と同様の値動きとなりましたが、第４四半期に急激な円安の影響を受けて大幅に上

昇し、約２年ぶりに１グラム5,000円台を回復しました（先限）。原油も欧州問題による世界景気の低

迷懸念から需要減退観測が浮上し大幅に下落しましたが、第２四半期以降は上昇に転じました。しか

し、中国の景気減速懸念や米国の原油生産が約15年ぶりの高水準となったこと、またシェールガス革命

による原油需要の減退懸念などを背景に１バレル100ドル近くまで上昇すると反落する場面が多く見ら

れました（ニューヨーク市場WTI期近）。穀物は、米国主要産地での順調な作付を背景に豊作が見込ま

れていたものの、過去 大規模の干ばつ被害に見舞われたことで期末在庫予想が大幅に下方修正された

ことなどを受けて急騰しました。また、ゴムも景気減速懸念から下落しましたが、主要生産国の価格維

持に向けた政策協議の動向や円安基調を背景に当連結会計年度の後半は上昇に転じました。

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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このように当連結会計年度のわが国の商品先物市場は世界的な金融不安を背景に景気低迷が続き、特

に全商品の出来高のおよそ68％を占める金取引の大幅な減少が影響し、結果として、当連結会計年度の

全国商品取引所出来高は、前連結会計年度に比べ、14.6％減の28,113千枚となりました。なお、平成24

年４月にはNon-GMO大豆（東京穀物商品取引所）、同年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）、同年９月には日経・東工取商品指数（限月取引、東京工

業品取引所）が各々取引終了となりました。また、東京穀物商品取引所は平成25年２月８日の日中取引

を 後に全ての商品の取引を停止し、一般大豆、小豆、とうもろこし、粗糖を東京工業品取引所へ、東

京コメを関西商品取引所に建玉の処理を移管し、同年２月12日に東京工業品取引所が東京商品取引所

へ、関西商品取引所が大阪堂島商品取引所へ、それぞれ名称変更が行われました。東京穀物商品取引所

は、平成25年３月19日に農林水産省より解散の認可を受け、同年７月をもって清算を完了する予定で

す。

当連結会計年度における事業別の概況は次のとおりです。

①商品先物取引業務

当連結会計年度の商品先物取引業務は、世界的な商品市場の低迷により貴金属、石油、ゴム、穀物な

ど全般的に取引が減少しました。その結果、当連結会計年度の商品先物取引業務にかかる委託売買高は

前連結会計年度比22.8％減の952千枚となり、受取手数料は前連結会計年度比23.3％減の27億13百万円

となりました。売買損益につきましては41百万円の売買収益（前連結会計年度は51百万円の売買収益）

となりました。

②外国為替証拠金取引業務

当連結会計年度の外国為替市場は、レバレッジ規制の強化や競合他社との手数料ディスカウント競争

の激化など、依然として厳しい環境が続いております。当連結会計年度前半は不透明な世界情勢の影響

を受けて円高が進みましたが、平成24年12月からのアベノミクス効果や日銀の金融緩和策などを好感し

て、円が売られやすい環境となり、取引が活発化しました。結果として、当連結会計年度の外国為替証

拠金取引業務にかかる収益は、前連結会計年度比10％増の１億24百万円となりました。

③証券取引業務

当連結会計年度の株式市場は、欧州債務問題を背景に当連結会計年度前半は取引が低迷しましたが、

日米欧の金融緩和策導入の影響で世界的に株価が上昇し、取引が活発になりました。また、国内株式市

場に関しては、急激な円安進行による企業業績の向上が予想され、相場の押し上げ材料となりました。

結果として当連結会計年度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受入手数料等は、

前連結会計年度比60％増の２億82百万円となりました。また、子会社の株式会社マックマネー・インベ

ストメントによる証券ディーリング業務の収入は、前連結会計年度比62％減の51百万円となりました。

④その他の事業

当連結会計年度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エース交易不動産株式会社の事業収益に加え、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88百万円（前連結会計年度の運用報酬は１

億08百万円の収益）があり、合わせて１億07百万円の収益（前連結会計年度は１億28百万円の収益）を

計上いたしました。

また、当連結会計年度における当社グループの営業費用は、採用活動強化等に伴う人件費の増大など

から、前連結会計年度比10.2％増の40億27百万円となりました。

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は、前連結会計年度比19.8％減の33億20百万円、営業損失は７

億06百万円（前連結会計年度は営業利益４億90百万円）、経常損失が５億18百万円（前連結会計年度は

経常利益３億96百万円）となり、全国商品取引業厚生年金基金の解散に伴う特別掛金や投資有価証券売

却損等を特別損失として計上したことにより、当期純損失は５億66百万円（前連結会計年度は当期純利

益が２億51百万円）となりました。
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（次期の見通し）

次期（平成25年４月１日～平成26年３月31日）の見通しにつきまして、当社グループは、商品先物市

場、株式市場における投資サービス事業を主要な事業として展開しております。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、こ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もなっております。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への業績の影響は予想が困難な状況にあります。

世界の政治・経済等の今後につきましては非常に不透明な状況にあり、予測不可能な事態が発生する

ことも考えられます。このような環境を踏まえて検討した結果、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

いております。

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いております。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

差異の開示を行います。その差異の開示につきましては、第２四半期決算及び通期決算時を対象とさせ

ていただきます。

当連結会計年度の業績につきましては、「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」でご説明いた

しました通りでございます。その結果、「サマリーページ」の「１．平成25年３月期の連結業績（平成

24年４月１日～平成25年３月31日）」の「（１）連結経営成績」で記述いたしたように、当連結会計年

度の営業収益が前連結会計年度と比較して10％以上、当連結会計年度の経常損益及び当期純損益が前連

結会計年度と比較して30％以上の差異が発生し開示が必要となりましたので、本平成25年３月期決算短

信発表と同時に当該資料「平成25年３月期の業績（連結・個別）の差異に関するお知らせ」を開示させ

ていただきます。詳細は同資料をご参照ください。

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、人材育成の強化や情報サービス

体制の一層の拡充などを図ることで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。なお、配当につきましては平成25年３月末日を基準日とする期末配当を行わないことといたしま

した。

今後とも、ご指導ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
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（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析）

① 資産

流動資産は前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、234億53百万円となりました。これは、有価証券

の売却等によるものであります。固定資産は前連結会計年度末比18.5％減の83億58百万円で、これは、

投資有価証券の減少等によるものであります。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて6.5％減

少し、318億12百万円となりました。

② 負債

流動負債は前連結会計年度末にくらべて2.9％減少し、199億86百万円となりました。これは、短期借

入金の減少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44.7％減少し、10億41百万

円となりました。これは、長期借入金や役員退職慰労引当金の減少等によるものであります。また、特

別法上の準備金として３億46百万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6.5％減少し、213億73百万円となりました。

③ 純資産

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて6.5％減少し、104億38百万円となりました。これは、利

益剰余金の減少等によるものであります。１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて、42円90銭

減少し、621円83銭となりました。また、当連結会計年度の自己資本比率は、前連結会計年度末と変わ

らずの32.7％となりました。

当連結会計年度における当社グループのキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、

税金等調整前当期純損失が５億46百万円となったことや差入保証金の増加、預り証拠金の減少、有価証

券の売却等により、前連結会計年度末に比べて53百万円減少し、当連結会計年度末は10億66百万円とな

りました。

ア） 営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において営業活動による資金は35億69百万円の減少（前連結会計年度は９億84百万円

の増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が５億46百万円となったことや差入保証

金の増加や預り証拠金の減少等によるものであります。

イ） 投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において投資活動による資金は34億09百万円の増加（前連結会計年度は80百万円の減

少）となりました。これは主に、定期預金の払戻、有価証券の売却による収入等によるものでありま

す。

ウ） 財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において財務活動による資金は93百万円の増加（前連結会計年度は11億36百万円の減

少）となりました。これは主に、短期借入金の増加、長期借入金の返済による支出、配当金の支払い等

によるものであります。

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

【注】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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（※１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（※２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（※３）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。

（※４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。

当社は、創業以来、株主の皆様への利益還元を重要な経営理念として位置づけ、配当金につきまして

は、株式上場以来、１株当たり12円50銭以上を安定配当として実施してまいりました。しかし、平成25

年２月８日に開示いたしました「平成25年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当連結

会計年度において純損失を計上することとなり、誠に遺憾ながら、平成25年３月末日を基準日とする期

末配当を行わないことといたしました。

当社及び当社グループの事業等に関するリスクにつきまして、投資者の判断に影響を及ぼす可能性が

あると思われる主要な事項を記載しております。なお、当社及び当社グループは、これらのリスク発生

の可能性を認識した上で、発生に回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。本項において

は、将来に関する事項も含まれておりますが、当該事項につきましては、本決算短信提出日現在におい

て判断したものであります。

① 商品先物取引業務について

当社グループの主たる事業は、商品先物取引の受託業務及び自己ディーリング業務であります。受託

業務は顧客の委託を受けて商品取引所に上場されている商品の売買を行うものであり、委託手数料が収

益となります。自己ディーリング業務は自己の計算に基づき商品先物取引を行うもので、売買による差

損益金が発生します。商品先物取引は、世界の政治・経済情勢や外国為替市場の動向など、さまざまな

要因を反映してマーケットが変動し、その動向によっては出来高が左右されることもあり、経営予測を

超えて収益に影響を及ぼす場合があります。

今後、収益源の多様化や商品開発などを一層強化するとともに、リスク管理を徹底し、安定した収益基

盤の確保とリスクの軽減に努めてまいります。

② 外国為替証拠金取引業務・証券取引業務について

外国為替証拠金取引につきましては、世界の政治・経済や景気動向、それらに関連する金融市場の変

化、金利動向等に敏感に反応する外国為替市場の動向に収益を左右される可能性があります。

また、連結子会社アルバース証券株式会社は個人投資家向けの証券業務を主たる事業としておりま

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 平成25年3月期

自己資本比率 35.4 35.5 31.5 32.7 32.7

時価ベースの自己資本比率 11.8 12.8 9.9 11.1 16.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ － － 539.3 －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ － － 8.4 －

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

（４）事業等のリスク
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す。株式市場は、国内外の経済動向、金利の動きなどによって動きますが、株式市場の低迷などが起

きた場合には、取引の減少から業績に影響が及ぶ可能性があります。今後、営業範囲の拡大などに積極

的に取り組んでいく所存であります。連結子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社及び

連結子会社株式会社マックスマネー・インベストメントの業務につきましても株式市場の動向が業績に

影響を及ぼす可能性があります。

③ 当社グループの事業に係る法的規制について

当社グループの主たる事業である商品先物取引業務は、商品先物取引法、同施行令、同施行規則など

の関連法令及び日本商品先物取引協会が定めた自主規制ルールなどの適用を受けているほか、消費者契

約法などの適用を受けています。

商品先物取引法は、受託業務を行うには商品先物取引業者として主務大臣の許可を受ける必要がある

旨などを定めております。当社は、商品市場における取引の受託業務を行うことのできる商品先物取引

業者として、農林水産大臣及び経済産業大臣より許可を受けております。商品先物取引法は、平成23年

１月、先物市場の信頼性・利便性の向上、委託者保護の充実などを目的として改正・施行されました。

また、日本商品先物取引協会は、自主規制ルールの整備や協会員の法令順守を確保するための規定等を

定めております。

外国為替証拠金取引業務、商品ファンド販売業務、連結子会社アルバース証券株式会社の証券取引業

務、同ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社の投資運用業務、投資助言・代理業務につきま

しては、主として金融商品取引法及びその他の関連法規の適用を受けております。

法的規制につきましては、全社を挙げてコンプライアンス意識の向上を図り、法令遵守の姿勢を徹底

してまいります。

④ 個人情報保護に関連して

個人情報に限らず、企業情報に対する管理体制の充実は不可欠であり、情報漏洩リスクへの強固な対

応が求められております。当社グループは、従前より顧客情報など個人情報について、各部署・各支店

の責任者並びに顧客管理を担当する営業管理部、システム管理等を担当する業務部を中心とした管理体

制を通じて情報管理を徹底してまいりました。個人情報保護法導入に伴い、社内の情報管理体制を一層

強化し、「個人情報保護方針」「個人情報保護基本規程」を策定し、全社に徹底しております。また、

各部署・各支店を網羅した個人情報保護体制を組織し、意識の徹底を図っております。さらに、「個人

情報保護方針」「個人情報の利用目的」を当社ホームページに掲載し、公表しております。

⑤ システムに関連して

当社グループは、オンライン・トレードのサービス拡充にも努めており、また、バック・オフィスに

おきましては多様なコンピュータ・システムを使用しております。従いまして、機器の故障や自然災害

などによるシステム障害のリスクが業績に影響を与える場合があります。今後もシステム監査の実施や

システム・セキュリティーの一層の強化等に取り組んでまいります。また、近年の取引環境において

は、取引システム向上に向けたシステム投資が不可欠であり、その投資コストも業績に影響を与える場

合があります。

⑥ 災害等に関連して

当社グループは、国内に事業拠点を有しておりますが、地震や風水害等の大規模な自然災害が発生し

た場合には、事業活動に影響を与える場合があります。また、自然災害やテロ活動により、社会インフ

ラが壊滅的なダメージを受けた場合には、事業の継続が長期にわたって停滞するなど、業績に影響を与

える場合があります。緊急時事業継続計画（BCP）を策定するなど対応を整備・強化しております。

該当事項はございません。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、エース交易株式会社（当社）及び連結子会社４社（アルバース証券株式会社、株式会

社マックスマネー・インベストメント、ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社、エース交易不

動産株式会社）とエースマーキュリーカンパニーによって構成されており、商品先物取引業を中心とする

投資サービス事業を営んでおります。具体的には、「商品先物取引法」に基づき設置された商品取引所が

開設する商品市場に上場されている各種の商品先物取引（商品先物取引法第２条第３項第１号から第７号

に規定する現物先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引等）について、顧客の委託を受

けて執行する業務（以下「受託業務」という）を主業務とする商品先物取引関連事業を中心として、外国

為替証拠金取引業、商品ファンド販売業、貴金属並びに石油製品等の現物商品販売業、証券業及び証券投

資顧問業等の業務を営んでおります。

連結子会社アルバース証券株式会社は、個人投資家を対象とした証券業務を中心に、M&A等のアドバイ

ザー業務や公開買付の代理人業務などを営んでおります。

連結子会社株式会社マックスマネー・インベストメントは、証券運用を中心とした自己リーディング業

務を営んでおります。

連結子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社は、証券投資顧問会社として設立し、投資

運用業務及び投資助言・代理業務を営んでおります。

当社グループは、投資サービス事業の多様化、収益の拡大等を見据えた事業戦略の一環として上記子会

社群を保有しております。

また、連結子会社エース交易不動産株式会社は、当社の業務に必要な支店及び福利厚生施設等の賃貸

業、不動産の管理を行っております。

なお、非連結子会社エースマーキュリーカンパニーは、商品ファンドの運営管理のための会社であり、

現在、当社との直接の取引はありません。

以上述べた事項を事業系列図によって示しますと、次のとおりであります。

２．企業集団の状況
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当社は、「先物経済を通じた社会貢献」「顧客満足度の向上」「適正な利益配分」「社員の自己実

現」を企業理念に掲げ、市場経済の成長とともに重要性を増している先物市場の担い手として経済社会

の発展に貢献することを基本的な経営方針とし、顧客の信頼と満足を得る企業づくりを心がけ、堅実経

営による株主への適正な利益配分、社員とともに成長していく企業風土の構築を行動の指針として活動

しております。

当社グループにつきましても、当社の行動指針に基づき法改正をはじめとする経営環境の変化を踏ま

え、企業の社会的な責任を重視し、コンプライアンス重視の経営基盤を固めるとともに、常に顧客満足

度の向上、顧客サービス体制の充実をめざして、お客様のニーズへの的確かつ積極的な対応を図ってお

ります。

また、世界的な自由経済の広がりなどによる先物市場等のニーズ拡大に適応するために、社員教育の

徹底、情報サービスの充実を進め、顧客本位の営業活動を展開するとともに、経営全般にわたり、一層

の財務体質の強化及び経費の削減等を推進し、強固な経営体制づくりに努めております。

当社は、効率的な経営の推進、収益性の向上等を通して、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課

題としております。その観点から、経営目標として自己資本当期純利益率（ROE）を重視しておりま

す。当連結会計年度の自己資本当期純利益率（ROE）は△5.2％（前連結会計年度は2.3％）となってお

り、今後、全社を挙げて同指標の向上に努めてまいります。

（事業環境について）

平成23年１月の商品先物取引法施行により、当社グループの中核事業である商品先物取引を取り巻く

環境は大きく変化しております。商品デリバティブ取引の導入や商品先物取引仲介業者という制度の導

入など市場規模拡大へのインフラ整備が推進される一方で、損失限定取引を除いて個人投資家に対する

不招請勧誘禁止も法規制され、商品先物取引業者の経営環境は大きな変化を見せております。しかし、

商品と金融の融合サービスの推進、即ち総合取引所構想も政治主導で進められており、ビジネス・チャ

ンスの拡大も期待されております。これら投資サービスを主事業とする当社グループにとりましては、

競争の激化は予想されますが、新たな成長のチャンスとして積極的な事業展開を推進してまいります。

（中長期的な経営方針について）

当社グループは、現状の事業環境を鑑み、新しい時代に適応するビジネスモデルを構築し、さまざま

な可能性を視野に入れ、市場拡大によるビジネス・チャンスを企業成長につなげていくために、中長期

的には次の経営方針のもとで事業を展開してまいります。

① 顧客本位の資産運用サービス会社を志向

投資サービス事業の成功の鍵は、コンプライアンス意識の向上の中で顧客の利益を 優先するという

立場を貫くということにあります。これを実現するには顧客ニーズに柔軟に対応できるサービス体制と

スピード経営の実践が不可欠となります。その上で、幅広い資産運用サービスを充実させ、顧客ニーズ

に適応した高度な投資サービスを提供することが必要です。商品先物取引業務、証券取引業務など、当

社グループの総合力を活かして、顧客本位の資産運用サービスを提供してまいります。また、事業分野

の拡大を視野に入れ、さまざまな可能性を模索しながら、新規事業への積極的な取り組みも推進してま

いります。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略
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② 安定成長を支える営業基盤の確保

企業成長の根幹は、収益力の強化をベースにした営業資産の拡大であり、安定した利益の計上であり

ます。中でも預り証拠金や顧客数など営業資産のさらなる増大が成長の要になります。投資サービス事

業の将来性を見越して異業種も参入し、企業間競争が激化するなど厳しい経営環境もありますが、新た

な営業モデルの構築や事業分野の拡大などを通じて資産の拡大を図り、収益の増大につなげてまいりま

す。また、リスク管理の一層の強化、効率的な業務の推進などを図り、安定した利益の計上につなげ、

強固な経営基盤を確立してまいります。

③ 財務体質の強化と株主への利益還元の推進

企業機影において健全な財務体質は不可欠であります。委託者資産の分離保管や100％信託保全の導

入はもとより、純資産額規制比率や自己資本規制比率の向上等に向けた強固な財務体制の確立が不可欠

です。さらに、当社グループは株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策の一環として位置づけて

おり、業績向上に向けて企業活動に注力するとともに、利益状況を勘案し、株主の皆様への配当を重視

した利益配分を行うことを基本方針としております。

④ 信頼される人づくりを通じて選ばれる企業の創造

ネット経済の時代ではありますが、このような時代であるからこそ企業成長の鍵は「人」にありま

す。信頼される人材の育成こそが企業成長の土台になります。社内研修を通じて、常に新しい知識習得

の場を持ち、コンプライアンス意識の向上を進めるなど、社員各自が自己成長できる環境を整えてまい

ります。顧客サービスのレベルアップは社員の質的向上、信頼の確保があってはじめて成し遂げられま

す。IT進展に伴なう情報サービスの高度化と併せて人材の育成を一層充実し、選ばれる企業の創造に積

極的に取り組んでまいります。

当社グループは、広い視野に立ち、市場経済の発展を見据えた積極的な企業戦略を展開するととも

に、コンプライアンスを重視した経営を推進し、企業価値、株主価値を高める経営の実践を図ってまい

ります。

当社グループは、商品先物取引業務を中核とし、証券取引業務など投資サービスに係る業務を総合的

に取り扱っております。わが国の投資サービス事業については、関係法令の改定などを含め事業環境の

整備が図られており、取引参加者の拡大をはじめ市場流動性の向上が進められ、ビジネス・チャンスの

拡大につながるものと期待されますが、一方で、商品先物取引業務においては、平成23年１月に施行さ

れた商品先物取引法による経営環境の変化などによる投資環境の変化なども視野に入れることが不可欠

になります。

当社グループにおきましては、このような環境の変化が金融サービス時代到来につながるものととら

え、新たな成長に向けた企業活動を進めてまいります。併せて、コーポレート・ガバナンスに対する強

い姿勢が求められている現状を踏まえた内部管理体制の一層の強化を推進してまいります。

当社グループが今後対処すべき主要な課題は次のとおりです。

① 新たな営業モデルの展開と商品開発への取り組み

法規制等により新たな営業モデルの確立が不可欠になっております。営業社員個々のレベルアップを

図り、情報サービスの高度化等を進めることはもちろんですが、総合取引所創設の動きなど、商品と金

（４）会社の対処すべき課題
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融の総合サービスの可能性も高まる中、顧客ニーズに対応した商品開発への積極的な取り組みや、対

面、ネットともにリテール営業の一層の質的向上などを推進してまいります。

具体的には、営業部が主体となったセミナーを展開することで、お客様に取引の魅力を身近に感じて

いただくとともにお客様のニーズを迅速に把握し、きめ細かいサービスにつなげてまいります。また、

取引開始時に予め損失幅を限定できる商品先物取引「スマートCX」も開発され、今後、新たな投資家層

の参加など市場拡大への貢献が期待されております。

さらに、収益源の多様化を図るという観点から新規事業への取り組みも進めていく必要があります。

既存事業の強化はもちろんですが、新たな投資サービスの展開や業種を超えた事業への進出も含めて事

業分野の拡大を図り、企業力を高める努力を進めてまいります。

② システム能力の向上による営業サービスの拡充

システム能力の向上は金融サービス新時代を勝ち抜くための必須条件です。利便性の高い取引システ

ムの構築には、システム開発の力などを高めなければなりません。開発能力やメンテナンス能力を一層

高めるには、現在展開しているアウトソーシングの状況も含め、システム関連会社との連携を密にし、

高度なシステム環境の構築に努めてまいります。

今後の大きなテーマであるネットサービスの拡充と対面サービスとの融合についても、スピーディー

な情報発信、利便性の高い取引環境の提供などがキーポイントになります。システム環境のレベルアッ

プにより取引システムの機能性の向上を進め、営業サービスの一層の拡充を推進してまいります。

③ グループとしての総合力で新たな成長へ

現在、欧米の市場に比肩するマーケットづくりをめざし、商品と金融を融合する総合取引所創設に向

けた作業が進んでおります。実現すれば市場規模は飛躍的に拡大するものと考えられます。

このような環境の変化を成長に結び付けていくには、商品先物取引業務の一層の充実は当然のことで

すが、証券取引業務や投資運用業務などを取り扱う子会社の収益力を高め、グループとしての総合力を

発揮していくことが不可欠になります。

子会社アルバース証券株式会社の証券取引業務においては、個人投資家向けの営業サービス拡充に加

えて投資銀行業務の拡大などで業績の向上をめざしてまいります。また、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おいては、契約資産の増大を図ることは言うまでもなく、

運用能力の一層の向上を図り、運用報酬の増加に努めてまいります。

さらに、さまざまな可能性を視野に入れ、事業分野の拡大を図り、総合力で新たな成長に向けて前進

してまいります。

④ 内部管理体制のさらなる充実とリスク管理の強化

現在、企業経営にはコーポレート・ガバナンスへの対応を重視した経営管理体制の推進が強く求めら

れております。平成23年１月に施行された商品先物取引法をはじめ、会社法など関係法令の規定に基づ

き、コンプライアンス意識向上や多様なリスクへの対応など企業の内部管理体制強化への姿勢が求めら

れております。

当社におきましては、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を中核とする内部管理体制を構築

し、内部統制システムの整備、内部監査体制の充実などコーポレート・ガバナンスへの取り組みを積極

的に進めております。

また、緊急時のリスク管理についても前述のリスク管理体制において的確に対応しており、東日本大

震災の経験も踏まえて、緊急時事業継続計画（BCP）等の運用内容についても必要に応じて強化を図っ

てまいります。さらに、システム監査に対する体制も強化し、外部機関による監査も実施しておりま

す。
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今後も、経営環境の変化に的確に対応するために社内体制の強化に努めてまいります。

⑤ 企業価値の向上と財務力の強化

企業経営の安定化には、収益源の多様化などによる収益力の強化、業務の効率化による経費の削減な

どが不可欠になりますが、経営環境の変化に応じた財務力の強化も大きなテーマになります。純資産額

規制比率や自己資本規制比率などをはじめとした経営指標の向上は当然ですが、株主価値を高める企業

活動を進めることで、企業価値を高め、適正な企業価値を得られる企業経営を推進していかなければな

りません。

収益力の強化や経営資源の有効活用、業務の効率化、強固な財務基盤の確立などを進め、より安定し

た企業経営を推進することで企業価値の向上に努めてまいります。

①エース・インベストメント・インクによる当社株券等に対する公開買付について

平成25年２月８日開示の「エース・インベストメント・インクによる当社株券等に対する公開買付に

関する意見表明のお知らせ」及び平成25年３月27日開示の「エース・インベストメント・インクによる

当社株券等に対する公開買付の結果に関するお知らせ」のとおり、エース・インベストメント・インク

（Ace Investment Inc.）（以下「公開買付者」といいます。）が平成25年２月12日から平成25年３月

26日までの30営業日において実施しておりました当社の発行済普通株式（当社が保有する自己株式を除

きます。）及び新株予約権の全てを対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）につ

いて、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上となり成立しております。

本公開買付けの成立により、公開買付者から、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更す

ることを内容とする定款一部変更を行うこと、②当社の発行するすべての普通株式に全部取得条項（会

社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じ。）を付すことを内容

とする定款一部変更を行うこと、及び③当該全部取得条項が付された当社普通株式の全部の取得と引換

に個別の種類の当社株式を交付することのそれぞれを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主

総会」といいます。）及び、上記②を付議議案とする当社の普通株式を所有する株主を構成員とする種

類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の開催の要請があり、当社は平成25年５月８日に

本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催いたしました。

なお、本臨時総会及び本種類株主総会におきまして付議議案が承認され、当社の株券は大阪証券取引

所JASDAQ市場（スタンダード）の株券上場廃止基準に該当いたしましたので、所定の手続きを経て平成

25年６月７日付で上場廃止となる予定であります

②第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の廃止

（イ）廃止の理由

平成25年４月８日に開示いたしました『取引所為替証拠金取引「エース３６５」サービス終了及び顧

客口座移管に関するお知らせ』のとおり、安定事業としてのサービス継続が困難であるとの判断から平

成25年５月24日（予定）をもって当該サービスを終了すること及び上記Ⅰ．商品ファンド業務の移管に

伴うものであります。

（ロ）廃止する事業の概要

第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の廃止に関し、当社の報告セグメントのうち「外国

為替証拠金取引業務」（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」の業務）が廃

止する事業セグメントに該当いたします。

当連結会計年度の当該セグメント情報は、（セグメント情報）「３.報告セグメントごとの営業収

益、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」の通りです。

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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（ハ）日程

平成25年４月30日 公告

平成25年６月中旬 事業廃止予定

③金融商品仲介業の登録申請

（イ） 登録申請の目的

委託者の多様な投資ニーズに応えるため、社内営業人材を有効に機能させ、グループ会社との効果的

協業を図るためであります。

（ロ） 登録申請の時期

上記②．第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の廃止後速やかに申請の予定です。

（ハ） 形態

エース交易本体が、金融商品仲介業登録をし、子会社であるアルバース証券株式会社への口座開設や

有価証券の売買等の媒介、有価証券の募集若しくは売出の取扱い又は私募の取扱いを行うことを予定し

ております。

本決算短信「４．連結財務諸表」の「（８）連結財務諸表に関する注記事項」の（重要な後発事象）

及び「５．個別財務諸表」の「（７）個別財務諸表に関する注記事項」の（重要な後発事象）をご参照

ください。
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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24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,849,752 7,687,713

委託者未収金 81,144 11,138

有価証券 500,100 －

商品及び製品 469,189 469,794

保管有価証券 1,686,068 1,586,847

金銭の信託 31,200 31,200

委託者先物取引差金 2,341,216 2,025,467

短期差入保証金 8,335,693 9,324,590

信用取引資産 621,454 1,339,513

信用取引貸付金 587,520 1,339,201

信用取引借証券担保金 33,934 311

その他 869,074 978,464

貸倒引当金 △9,984 △995

流動資産合計 23,774,910 23,453,734

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,463,130 6,463,603

減価償却累計額 △3,380,611 △3,494,726

建物及び構築物（純額） 3,082,518 2,968,876

機械装置及び運搬具 63,163 64,429

減価償却累計額 △55,581 △53,940

機械装置及び運搬具（純額） 7,581 10,488

土地 3,928,221 3,928,221

その他 633,454 566,843

減価償却累計額 △483,233 △430,504

その他（純額） 150,221 136,339

有形固定資産合計 7,168,543 7,043,926

無形固定資産 106,299 85,899

投資その他の資産

投資有価証券 1,567,246 570,594

長期貸付金 707,507 －

その他 1,182,077 956,523

貸倒引当金 △476,871 △298,648

投資その他の資産合計 2,979,959 1,228,469

固定資産合計 10,254,802 8,358,295

資産合計 34,029,712 31,812,029
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 3,853,297 4,753,668

1年内返済予定の長期借入金 566,640 566,640

リース債務 1,694 529

未払法人税等 24,232 17,174

賞与引当金 24,400 47,300

預り証拠金 9,862,706 8,621,359

外国為替取引預り証拠金 2,289,266 2,172,082

預り証拠金代用有価証券 1,686,068 1,586,847

信用取引負債 615,839 1,327,675

信用取引借入金 587,389 1,327,363

信用取引貸証券受入金 28,450 311

その他 1,652,751 892,967

流動負債合計 20,576,897 19,986,243

固定負債

長期借入金 889,960 323,320

リース債務 529 －

繰延税金負債 － 64,488

退職給付引当金 594,007 642,717

役員退職慰労引当金 378,965 －

その他 20,778 10,633

固定負債合計 1,884,239 1,041,160

特別法上の準備金

商品取引責任準備金 380,844 317,631

金融商品取引責任準備金 28,291 28,777

特別法上の準備金合計 409,135 346,408

負債合計 22,870,272 21,373,811

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 6,695,333

自己株式 △2,357,645 △2,357,696

株主資本合計 11,116,035 10,298,489

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,371 114,559

その他の包括利益累計額合計 15,371 114,559

新株予約権 － 10,670

少数株主持分 28,033 14,498

純資産合計 11,159,439 10,438,217

負債純資産合計 34,029,712 31,812,029
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業収益

受取手数料 3,807,718 3,096,714

売買損益 199,157 117,161

その他 137,565 107,029

営業収益合計 4,144,442 3,320,905

営業費用 3,654,089 4,027,594

営業利益又は営業損失（△） 490,352 △706,688

営業外収益

受取利息 20,003 16,459

受取配当金 22,373 22,113

貸倒引当金戻入額 － 107,664

社員共済会剰余金戻入額 － 84,499

その他 16,709 57,392

営業外収益合計 59,087 288,129

営業外費用

支払利息 115,302 97,691

その他 37,831 2,296

営業外費用合計 153,134 99,988

経常利益又は経常損失（△） 396,305 △518,547

特別利益

固定資産売却益 － 172

投資有価証券売却益 3,202 146,252

商品取引責任準備金戻入額 － 63,213

特別利益合計 3,202 209,637

特別損失

固定資産売却損 161 21

固定資産除却損 59,799 302

投資有価証券売却損 1 88,993

商品取引責任準備金繰入額 60,952 －

金融商品取引責任準備金繰入額 546 485

投資有価証券評価損 11,553 1,419

厚生年金基金特別掛金 － 132,147

その他 700 14,020

特別損失合計 133,714 237,390

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

265,793 △546,300

法人税、住民税及び事業税 14,460 14,076

過年度法人税等 － 13,565

法人税等調整額 － －

法人税等合計 14,460 27,641

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

251,333 △573,941

少数株主利益又は少数株主損失（△） 215 △7,635

当期純利益又は当期純損失（△） 251,117 △566,306
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

251,333 △573,941

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 196,551 99,188

その他の包括利益合計 196,551 99,188

包括利益 447,884 △474,753

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 447,668 △467,118

少数株主に係る包括利益 215 △7,635
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,245,237 3,245,237

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,245,237 3,245,237

資本剰余金

当期首残高 2,715,614 2,715,614

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,715,614 2,715,614

利益剰余金

当期首残高 7,471,417 7,512,827

当期変動額

剰余金の配当 △209,706 △251,187

当期純利益又は当期純損失（△） 251,117 △566,306

当期変動額合計 41,410 △817,494

当期末残高 7,512,827 6,695,333

自己株式

当期首残高 △2,351,624 △2,357,645

当期変動額

自己株式の取得 △6,020 △51

当期変動額合計 △6,020 △51

当期末残高 △2,357,645 △2,357,696

株主資本合計

当期首残高 11,080,645 11,116,035

当期変動額

剰余金の配当 △209,706 △251,187

当期純利益又は当期純損失（△） 251,117 △566,306

自己株式の取得 △6,020 △51

当期変動額合計 35,390 △817,545

当期末残高 11,116,035 10,298,489

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 △181,180 15,371

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196,551 99,188

当期変動額合計 196,551 99,188

当期末残高 15,371 114,559

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △181,180 15,371

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196,551 99,188

当期変動額合計 196,551 99,188

当期末残高 15,371 114,559
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

新株予約権

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 10,670

当期変動額合計 － 10,670

当期末残高 － 10,670

少数株主持分

当期首残高 27,817 28,033

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 215 △13,535

当期変動額合計 215 △13,535

当期末残高 28,033 14,498

純資産合計

当期首残高 10,927,282 11,159,439

当期変動額

剰余金の配当 △209,706 △251,187

当期純利益又は当期純損失（△） 251,117 △566,306

自己株式の取得 △6,020 △51

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196,766 96,323

当期変動額合計 232,157 △721,222

当期末残高 11,159,439 10,438,217
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

265,793 △546,300

減価償却費 216,088 200,789

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,050 △187,211

賞与引当金の増減額（△は減少） 100 22,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,267 48,710

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,166 △378,965

特別法上の準備金の増減額（△は減少） 61,499 △62,727

受取利息及び受取配当金 △42,377 △38,573

有価証券売却損益（△は益） △2,667 △54,976

デリバティブ評価損益（△は益） 1,658 －

支払利息 115,302 97,691

為替差損益（△は益） 1,000 △13,549

有形固定資産売却損益（△は益） 161 △150

固定資産除却損 59,799 302

有価証券評価損益（△は益） 11,553 2,387

委託者未収金の増減額（△は増加） △16,143 271,944

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,820 △604

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

△621,461 315,749

差入保証金の増減額（△は増加） △190,716 △1,188,397

金銭の信託の増減額（△は増加） 958,502 －

信用取引資産の増減額（△は増加） 323,048 △718,058

預り証拠金の増減額（△は減少） △136,779 △1,358,531

信用取引負債の増減額（△は減少） △313,773 711,835

その他 353,406 △589,625

小計 1,087,658 △3,465,360

利息及び配当金の受取額 42,377 38,573

利息の支払額 △117,518 △99,143

法人税等の支払額 △27,600 △43,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 984,917 △3,569,535
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △7,357,000 △6,307,000

定期預金の払戻による収入 7,357,000 7,357,000

有価証券の取得（△）又は売却 △200,100 798,800

有形固定資産の取得による支出 △77,541 △29,631

有形固定資産の売却による収入 47 1,011

投資有価証券の取得による支出 △309,434 －

投資有価証券の売却による収入 539,472 915,186

貸付けによる支出 △70,000 △290,000

貸付金の回収による収入 81,595 987,507

その他 △44,946 △23,396

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,907 3,409,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △354,397 900,370

長期借入金の返済による支出 △566,640 △566,640

自己株式の取得による支出 △6,020 △51

配当金の支払額 △209,706 △251,187

新株予約権の発行による収入 － 10,670

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,136,764 93,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,000 13,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △233,755 △53,347

現金及び現金同等物の期首残高 1,353,745 1,119,989

現金及び現金同等物の期末残高 1,119,989 1,066,642
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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

① 連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社名

アルバース証券株式会社

エース交易不動産株式会社

株式会社マックスマネー・インベストメント

ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社

② 主要な非連結子会社名

エースマーキュリーカンパニー

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２ 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４ 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

有価証券

ａ 売買目的有価証券

決算末日の市場価格等に基づく時価法

(売却原価は、移動平均法により算定しております。)

ｂ 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

ｃ その他有価証券

時価のあるもの

決算末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しておりま

す。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

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。

また、預り証拠金代用有価証券として受け入れた保管有価証券は商品先物取引法施行規則第39条の

規定に基づく充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。

（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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利付国庫債券 額面金額の80％

社債(上場銘柄) 額面金額の65％

株券(一部上場銘柄) 時価の70％相当額

倉荷証券 時価の70％相当額

デリバティブ取引

時価法

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

ａ 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

なお、耐用年数については、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。

ただし、平成11年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によってお

ります。

ｂ 無形固定資産（リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については、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。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

ｃ 長期前払費用

均等償却によっております。

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。

ｄ 少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間均等償却

ｅ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

③ 重要な引当金の計上基準

ａ 貸倒引当金

当期末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

ｂ 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため支給対象期間基準による繰入限度額を基礎に、将来の支給見込を加

味して計上しております。

ｃ 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、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５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から費用処理しておりま
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す。

d 商品取引責任準備金

商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物取引法第221条の規定に基づき、同施行規則

に定める額を計上しております。

e 金融商品取引責任準備金

証券取引事故及び金融先物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、内閣府令に定める額を計上しております。

④ 重要なヘッジ会計の方法

ａ ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引、支払金利に係るキャップ取引及び受取金利に

係るフロアー取引は、特例処理を採用しております。

ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引及び金利オプション取引(キャップ取引を含む。)

ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシ

ュ・フローが固定され、その変動が回避されるものに限ります。

ｃ ヘッジ方針

借入金金利変動リスクをヘッジするための手段として、金利スワップ取引及び金利オプション取引

を利用し、ヘッジの対象は個別契約ごとに取り扱うものとしております。

ｄ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの手段として利用している金利スワップ取引及び金利キャップ取引については、金利スワッ

プの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定は省略しております。

⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなります。

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、税抜き方式によっております。

（会計上の見積りの変更と区別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、当連結会計年度より、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。

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損

失は、それぞれ1,543千円減少しております。

該当事項はありません。

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

表示方法の変更
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（８）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24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

投資有価証券(株式) 1,013千円

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

投資有価証券(株式) 45千円

※２ 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の

内訳は次のとおりであります。

(1) 担保資産

担保資産の内訳

預金 5,695,000千円

建物 2,757,398千円

土地 3,769,511千円

投資有価証券 432,512千円

合計 12,654,421千円

※２ 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の

内訳は次のとおりであります。

(1) 担保資産

担保資産の内訳

預金 5,695,000千円

建物 2,666,800千円

土地 3,769,511千円

投資有価証券 89,700千円

合計 12,221,011千円

対応する債務の内訳

短期借入金 3,853,297千円

長期借入金 1,456,600千円

合計 5,309,897千円

対応する債務の内訳

短期借入金 4,753,668千円

長期借入金 889,960千円

合計 5,643,628千円

商品先物取引法第179条第７項
の規定に基づく銀行等の保証
による契約預託額 2,000,000千円

商品先物取引法施行規則第98
条第１項第４号の規定に基づ
く委託者保護基金代位弁済保
証額 800,000千円

(2) 預託資産

取引証拠金等の代用として、次の資産を(株)日

本商品清算機構へ預託しております。

有価証券 500,100千円

保管有価証券 1,686,068千円

投資有価証券 367,693千円

合計 2,553,862千円

(2) 預託資産

取引証拠金等の代用として、次の資産を(株)日

本商品清算機構へ預託しております。

保管有価証券 1,583,462千円

投資有価証券 256,920千円

合計 1,840,382千円

(3) 分離保管資産

商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本

商品委託者保護基金に分離保管しなければならな

い保全対象財産の金額は、当連結会計年度末はあ

りません。

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委

託者資産保全措置額は800,000千円であります。

(3) 分離保管資産

商品先物取引法第210条第１項の規定に基づ

き、日本商品委託者保護基金に分離保管しなけれ

ばならない保全対象財産の金額は、当連結会計年

度末はありません。

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委

託者資産保全措置額は800,000千円であります。

※３ 特別法上の準備金等

(1) 商品取引責任準備金

商品先物取引法第221条の規定に基づき計上し

ております。

※３ 特別法上の準備金等

(1) 商品取引責任準備金

商品先物取引法第221条の規定に基づき計上し

ております。

(2) 金融商品取引責任準備金

金融商品取引法第46条の５の規定に基づき計上

しております。

(2) 金融商品取引責任準備金

金融商品取引法第46条の５の規定に基づき計上

しております。

４ 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行なうため主要取引金融機関と当座貸越契約を締

結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 6,695,000千円

借入実行残高 3,853,297千円

差引額 2,841,702千円

４ 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達

を行なうため主要取引金融機関と当座貸越契約を締

結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 7,695,000千円

借入実行残高 4,753,668千円

差引額 2,941,331千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

※１ 営業費用の主なもの
人件費

役員報酬 216,521千円

従業員給与 1,399,278千円

賞与引当金繰入額 24,400千円

退職給付費用 131,775千円

役員退職慰労引当金繰入額 46,875千円

福利厚生費 209,437千円

人件費計 2,028,287千円

貸倒引当金繰入額 33,387千円

その他 1,592,413千円

合計 3,654,089千円

※１ 営業費用の主なもの
人件費

役員報酬 222,821千円

従業員給与 1,517,004千円

賞与引当金繰入額 47,300千円

退職給付費用 146,201千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,684千円

福利厚生費 205,686千円

人件費計 2,148,697千円

その他 1,878,896千円

合計 4,027,594千円

※２ ――――― ※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま
す。

機械装置及び運搬具 172千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま
す。

機械装置及び運搬具 161千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま
す。

機械装置及び運搬具 21千円

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。

器具及び備品 1,376千円

ソフトウエア 58,422千円

合計 59,799千円

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。

器具及び備品 98千円

長期前払費用 204千円

合計 302千円
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

３ その他の包括利益に係る組替調整額

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

３ その他の包括利益に係る組替調整額

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 447,668千円

少数株主に係る包括利益 215千円

計 447,884千円

その他有価証券評価差額金 196,551千円

計 196,551千円

その他有価証券評価差額金

当期発生額 199,136千円

組替調整額 △2,585千円

税効果調整前 196,551千円

税効果額 ―

その他有価証券評価差額金 196,551千円

その他の包括利益合計 196,551千円

親会社株主に係る包括利益 △467,118千円

少数株主に係る包括利益 △7,635千円

計 △474,753千円

その他有価証券評価差額金 99,188千円

計 99,188千円

その他有価証券評価差額金

当期発生額 208,301千円

組替調整額 △44,624千円

税効果調整前 163,676千円

税効果額 △64,488千円

その他有価証券評価差額金 99,188千円

その他の包括利益合計 99,188千円
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

２ 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

取締役会決議に基づく取得による増加 30,700株

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

２ 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の取得による増加 163株

３ 新株予約権等に関する事項

(注)  新株予約権の増加は、発行によるものであります。

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,464,052 ― ― 20,464,052

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,687,504 30,700 ─ 3,718,204

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

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22年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 251,187 15.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,464,052 ― ― 20,464,052

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,718,204 163 ― 3,718,367

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
新株予約権

(平成24年5月17日発行)
普通株式 ― 3,700,000 ― 3,700,000 10,670

合計 ― 3,700,000 ― 3,700,000 10,670

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

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 251,187 15.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１ 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 8,849,752千円

預入期間が３か月を
超える定期預金

△7,357,000千円

商品取引責任準備預金 △372,762千円

現金及び現金同等物 1,119,989千円

１ 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 7,687,713千円

預入期間が３か月を
超える定期預金

△6,307,000千円

商品取引責任準備預金 △314,070千円

現金及び現金同等物 1,066,642千円
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

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、経営資源の分配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、商品先物取引を中核とした金融・投資サービス関連事業を営んでおり、「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」の３つを報告セグメントとしておりま

す。

「商品先物取引業務」は、商品先物取引法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に

上場されている各種の商品先物取引について、顧客の委託を受けて執行する業務及び関連商品の販

売並びに自己ディーリング等を行っております。「外国為替証拠金取引業務」は、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)の業務をおこなっております。「証券取引業務」

は、主としてリテール営業を中心に証券業務及び公開買付け代理人業務や第三者割り当て増資のア

ドバイザー業務等のほか、自己ディーリングをおこなっております。

２ 報告セグメントごとの営業収益、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」における記載と概ね同一であります。

３ 報告セグメントごとの営業収益、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

（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．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去△127,928千円、各報告セグメントに分配

していない全社費用△918,967千円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額には、連結子会社間に対する債権の相殺消去 △810,041千円、各報告セグメン

トに分配していない全社資産 3,308,683千円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
その他

(注１)
合計

調整額

(注２)

連結財務諸

表計上額

(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 2,755,476 124,952 333,323 3,213,751 107,154 3,320,905 ― 3,320,905

セグメント間の内部

営業収益又は振替高
─ ― 7,000 7,000 120,928 127,928 △127,928 ―

計 2,755,476 124,952 340,323 3,220,751 228,082 3,448,834 △127,928 3,320,905

セグメント利益又は損失(△) 486,408 △102,656 △35,325 348,426 △8,822 339,604 △1,046,292 △706,688

セグメント資産 18,732,383 7,042,568 2,380,689 28,155,641 473,859 28,629,501 3,182,528 31,812,029

その他の項目

減価償却費 97,375 5,774 2,121 105,271 7,910 113,182 87,607 200,789

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
30,101 2,800 ― 32,901 8,198 41,099 ― 41,099
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25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) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載

はありません。

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25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24年４月１日 至 平成25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24年４月１日 至 平成25年３月31日)

該当事項はありません。

(関連情報)

(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)

(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)

(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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(注)１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

取引所為替証拠金取引「エース３６５」サービス終了及び顧客口座移管について

当社は、平成25年４月８日開催の取締役会におきまして、取引所為替証拠金取引「エース３６５」

のサービス終了及び岡安商事株式会社への顧客口座移管を決議いたしました。

１．取引所為替証拠金取引「エース３６５」サービス終了及び顧客口座移管の目的

当社は、平成17年７月より取引所為替証拠金取引「エース３６５」の取扱いを開始し、お客様のニ

ーズに応えてまいりました。しかしながら、平成23年８月より開始されたレバレッジ規制の強化、

平成24年１月の取引所為替証拠金取引と店頭外国為替証拠金取引との税制一本化、競合他社との手

数料ディスカウント競争の激化など、安定事業としてのサービス継続が困難であるとの判断から、

平成25年５月24日をもって当該サービスを終了させていただくこととなりました。

また、お客様が取引の継続性を確保していただけるよう、投資家保護の観点から、ご希望のお客様

には、岡安商事株式会社への口座の移管を実施いたします。

２．顧客口座移管の概要

顧客口座移管予定日：平成25年５月25日

移管先 金融商品取引業者：岡安商事株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区北浜二丁目３番８号

事業内容：金融商品取引業、商品先物取引業

当社との資本関係、人的関係はありません。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 664.73 円 １株当たり純資産額 621.83円

１株当たり当期純利益 14.99 円 １株当たり当期純損失 33.81円

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、潜在株式が存在し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、潜在株式が存在しないため、また１株当たり当

期純損失を計上したため記載しておりません。

前連結会計年度

（平成24年３月31日)

当連結会計年度

（平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 11,159,439 10,438,217

純資産の部の合計額から控除する金額
(千円)

28,033 25,168

（うち新株予約権 (千円)） ― (10,670)

（うち少数株主持分 (千円)） (28,033) (14,498)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 11,131,406 10,413,048

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

16,745 16,745

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益
又は当期純損失(△） (千円)

251,117 △566,306

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益
又は当期純損失(△）     (千円)

251,117 △566,306

普通株式の期中平均株式数(千株) 16,753 16,745

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要

― ―

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,613,383 7,414,006

委託者未収金 81,144 11,138

有価証券 500,100 －

商品及び製品 469,189 469,794

金銭の信託 31,200 31,200

前払費用 8,190 －

保管有価証券 1,686,068 1,586,847

短期差入保証金 7,827,621 8,836,565

委託者先物取引差金 2,341,216 2,025,467

未収入金 27,007 78,356

短期貸付金 380,000 250,000

その他 226,476 374,547

貸倒引当金 △38,884 △11,070

流動資産合計 22,152,714 21,066,853

固定資産

有形固定資産

建物 6,262,212 6,262,685

減価償却累計額 △3,199,386 △3,310,724

建物（純額） 3,062,825 2,951,961

構築物 21,953 21,953

減価償却累計額 △17,179 △17,704

構築物（純額） 4,773 4,248

車両 － 1,815

減価償却累計額 － △50

車両（純額） － 1,764

器具及び備品 569,129 526,910

減価償却累計額 △437,449 △408,334

器具及び備品（純額） 131,679 118,575

土地 3,903,017 3,903,017

リース資産 29,109 10,000

減価償却累計額 △28,693 △10,000

リース資産（純額） 416 －

有形固定資産合計 7,102,713 6,979,567

無形固定資産

ソフトウエア 62,088 42,928

電話加入権 42,216 42,216

その他 1,813 573

無形固定資産合計 106,117 85,718
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,487,906 471,283

関係会社株式 429,869 579,801

出資金 950 950

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 707,507 －

長期前払費用 57,137 48,925

長期差入保証金 448,679 437,028

長期委託者未収金 580,617 378,680

その他 41,262 40,196

貸倒引当金 △450,768 △272,219

投資その他の資産合計 3,303,162 1,684,645

固定資産合計 10,511,994 8,749,930

資産合計 32,664,708 29,816,784

負債の部

流動負債

短期借入金 3,650,000 4,500,000

1年内返済予定の長期借入金 566,640 566,640

リース債務 1,694 529

未払金 395,806 280,782

未払費用 6,008 3,630

未払法人税等 20,516 11,751

預り金 754,675 174,202

賞与引当金 24,400 47,300

預り証拠金 9,862,706 8,621,359

外国為替取引預り証拠金 2,289,266 2,172,082

預り証拠金代用有価証券 1,686,068 1,586,847

その他 8,244 8,811

流動負債合計 19,266,027 17,973,936

固定負債

長期借入金 889,960 323,320

リース債務 529 －

繰延税金負債 － 47,418

退職給付引当金 594,007 642,717

役員退職慰労引当金 378,965 －

受入保証金 50,233 31,961

固定負債合計 1,913,695 1,045,417

特別法上の準備金

商品取引責任準備金 380,844 317,631

金融商品取引責任準備金 2,377 2,863

特別法上の準備金合計 383,221 320,494

負債合計 21,562,944 19,339,848

エース交易株式会社（８７４９）平成２５年３月期決算短信

－ 34 －　



(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,245,237 3,245,237

資本剰余金

資本準備金 2,715,614 2,715,614

資本剰余金合計 2,715,614 2,715,614

利益剰余金

利益準備金 556,740 556,740

その他利益剰余金

別途積立金 6,503,000 6,503,000

繰越利益剰余金 448,055 △282,260

利益剰余金合計 7,507,795 6,777,479

自己株式 △2,357,645 △2,357,696

株主資本合計 11,111,003 10,380,635

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,238 85,629

評価・換算差額等合計 △9,238 85,629

新株予約権 － 10,670

純資産合計 11,101,764 10,476,935

負債純資産合計 32,664,708 29,816,784
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業収益

受取手数料 3,645,498 2,838,490

売買損益 51,327 41,938

その他の営業収益 23,099 11,995

営業収益合計 3,719,925 2,892,424

営業費用

取引所関係費 126,408 100,623

人件費 1,739,269 1,821,165

広告宣伝費 113,688 116,201

通信費 57,268 49,281

地代家賃 96,627 99,350

電算機費 163,803 162,184

調査費 166,927 167,030

減価償却費 206,835 190,757

貸倒引当金繰入額 25,793 －

その他 562,828 873,972

営業費用合計 3,259,450 3,580,566

営業利益又は営業損失（△） 460,475 △688,142

営業外収益

受取利息 26,098 19,187

有価証券利息 1,900 888

受取配当金 22,281 22,113

貸倒引当金戻入額 － 127,939

受取地代家賃 40,147 36,454

社員共済会剰余金戻入額 － 84,499

その他 17,539 49,882

営業外収益合計 107,967 340,965

営業外費用

支払利息 112,277 94,555

その他 35,957 2,290

営業外費用合計 148,234 96,845

経常利益又は経常損失（△） 420,207 △444,022
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 3,202 146,252

商品取引責任準備金戻入額 － 63,213

特別利益合計 3,202 209,465

特別損失

固定資産除却損 59,799 302

投資有価証券売却損 1 88,993

商品取引責任準備金繰入額 60,952 －

金融商品取引責任準備金繰入額 546 485

投資有価証券評価損 83 －

役員退職慰労金 － 11,109

厚生年金基金特別掛金 － 132,147

その他 700 1,972

特別損失合計 122,082 235,010

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 301,327 △469,567

法人税、住民税及び事業税 10,579 9,561

法人税等調整額 － －

法人税等合計 10,579 9,561

当期純利益又は当期純損失（△） 290,748 △479,128
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,245,237 3,245,237

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,245,237 3,245,237

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 2,715,614 2,715,614

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,715,614 2,715,614

資本剰余金合計

当期首残高 2,715,614 2,715,614

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,715,614 2,715,614

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 556,740 556,740

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 556,740 556,740

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 8,403,000 6,503,000

当期変動額

別途積立金の取崩 △1,900,000 －

当期変動額合計 △1,900,000 －

当期末残高 6,503,000 6,503,000

繰越利益剰余金

当期首残高 △1,532,985 448,055

当期変動額

別途積立金の取崩 1,900,000 －

剰余金の配当 △209,706 △251,187

当期純利益又は当期純損失（△） 290,748 △479,128

当期変動額合計 1,981,041 △730,316

当期末残高 448,055 △282,260

利益剰余金合計

当期首残高 7,426,754 7,507,795

当期変動額

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △209,706 △251,187

当期純利益又は当期純損失（△） 290,748 △479,128

当期変動額合計 81,041 △730,316

当期末残高 7,507,795 6,777,479
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

自己株式

当期首残高 △2,351,624 △2,357,645

当期変動額

自己株式の取得 △6,020 △51

当期変動額合計 △6,020 △51

当期末残高 △2,357,645 △2,357,696

株主資本合計

当期首残高 11,035,982 11,111,003

当期変動額

剰余金の配当 △209,706 △251,187

当期純利益又は当期純損失（△） 290,748 △479,128

自己株式の取得 △6,020 △51

当期変動額合計 75,021 △730,368

当期末残高 11,111,003 10,380,635

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △162,090 △9,238

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 152,851 94,868

当期変動額合計 152,851 94,868

当期末残高 △9,238 85,629

評価・換算差額等合計

当期首残高 △162,090 △9,238

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 152,851 94,868

当期変動額合計 152,851 94,868

当期末残高 △9,238 85,629

新株予約権

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 10,670

当期変動額合計 － 10,670

当期末残高 － 10,670

純資産合計

当期首残高 10,873,892 11,101,764

当期変動額

剰余金の配当 △209,706 △251,187

当期純利益又は当期純損失（△） 290,748 △479,128

自己株式の取得 △6,020 △51

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 152,851 105,539

当期変動額合計 227,872 △624,828

当期末残高 11,101,764 10,476,935
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該当事項はありません。

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

① 売買目的有価証券

決算末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は、移動平均法により算定しております。)

② 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

③ 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

④ その他有価証券

時価のあるもの

決算末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しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

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。

また、商品先物取引の預り証拠金代用有価証券として受け入れた保管有価証券は商品先物取引法施行

規則第39条の規定に基づく充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。

利付国庫債券 額面金額の80％

社債(上場銘柄) 額面金額の65％

株券(一部上場銘柄)    時価の70％相当額

倉荷証券 時価の70％相当額

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引

時価法

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

４ 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

なお、耐用年数については、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。

ただし、平成11年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によってお

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）重要な会計方針
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ります。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については、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。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。

③ 長期前払費用

均等償却によっております。

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。

④ 少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間均等償却をしております。

⑤ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

５ 引当金及び特別法上の準備金の計上基準

① 貸倒引当金

当期末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため支給対象期間基準による繰入限度額を基礎に、将来の支給見込を加

味して計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期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、当

期末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。

④ 商品取引責任準備金

商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物取引法第221条の規定に基づき、同施行規則

に定める額を計上しております。

⑤ 金融商品取引責任準備金

金融先物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、内閣府令

に定める額を計上しております。

６ ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
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なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引、支払金利に係るキャップ取引及び受取金利に係

るフロアー取引は、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引及び金利オプション取引(キャップ取引を含む。)

ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・

フローが固定され、その変動が回避されるものに限ります。

③ ヘッジ方針

借入金金利変動リスクをヘッジするための手段として、金利スワップ取引及び金利オプション取引を

利用し、ヘッジの対象は個別契約ごとに取り扱うものとしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの手段として利用している金利スワップ取引及び金利キャップ取引については、金利スワップ

の特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定は省略しております。

７ その他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、税抜き方式によっております。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、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。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、そ

れぞれ1,023千円減少しております。

該当事項はありません。

（６）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

表示方法の変更
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（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

※１ 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の

内訳は次のとおりであります。

(1)担保資産

担保資産の内訳

預金 5,345,000千円

建物 2,757,398千円

土地 3,769,511千円

投資有価証券 432,512千円

合計 12,304,421千円

対応する債務の内訳

短期借入金 3,650,000千円

長期借入金 1,456,600千円

合計 5,106,600千円

商品先物取引法第179条第
７項の規定に基づく銀行
等の保証による契約預託
額。 2,000,000千円

商品先物取引法施行規則
第98条第１項第４号の規
定に基づく委託者保護基
金代位弁済保証額 800,000千円

(2)預託資産

取引証拠金等の代用として、次の資産を(株)日

本商品取引清算機構へ預託しております。

有価証券 500100千円

保管有価証券 1,686,068千円

投資有価証券 367,693千円

合計 2,553,862千円

(3)分離保管資産

商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本

商品委託者保護基金に分離保管しなければならな

い保全対象財産の金額は、当事業年度末はありま

せん。

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委

託者資産保全措置額は 800,000千円であります。

※２ 委託者未収金及び長期委託者未収金のうち無担保

未収金は、411,989千円であります。なお、当該無

担保未収金に対し、貸倒引当金を376,659千円設定

しております。

※３ 委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の

時価との差損益金の純額であって、(株)日本商品清

算機構との間で受払精算された金額であります。外

国為替証拠金取引は、取引通貨ごとに差損益金を算

定した結果を純額で表示したものであります。

※４ 商品先物取引法第221条の規定に基づき計上して

おります。

※５ 金融商品取引法第46条の５の規定に基づき計上し

ております。

※１ 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の

内訳は次のとおりであります。

(1)担保資産

担保資産の内訳

預金 5,345,000千円

建物 2,666,800千円

土地 3,769,511千円

合計 11,781,311千円

対応する債務の内訳

短期借入金 4,500,000千円

長期借入金 889,960千円

合計 5,389,960千円

(2)預託資産

取引証拠金等の代用として、次の資産を(株)日

本商品取引清算機構へ預託しております。

保管有価証券 1,583,462千円

投資有価証券 256,920千円

合計 1,840,382千円

(3)分離保管資産

商品先物取引法第210条第１項の規定に基づ

き、日本商品委託者保護基金に分離保管しなけれ

ばならない保全対象財産の金額は、当事業年度末

はありません。

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委

託者資産保全措置額は 800,000千円であります。

※２ 委託者未収金及び長期委託者未収金のうち無担保

未収金は、265,657千円であります。なお、当該無

担保未収金に対し、貸倒引当金を 245,090千円設定

しております。

※３ 委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の

時価との差損益金の純額であって、(株)日本商品清

算機構との間で受払精算された金額であります。外

国為替証拠金取引は、取引通貨ごとに差損益金を算

定した結果を純額で表示したものであります。

※４ 商品先物取引法第221条の規定に基づき計上して

おります。

※５ 金融商品取引法第46条の５の規定に基づき計上し

ております。
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前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

６ 保証債務

下記の会社の銀行借入金に対して、次の金額の債

務保証をしております。

興栄商事㈱ 250,000千円

６ 保証債務

下記の会社の銀行借入金に対して、次の金額の債

務保証をしております。

エース交易不動産㈱ 250,000千円

７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため主

要取引金融機関と当座貸越契約を締結しておりま

す。

当期末における当座貸越契約に係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 6,345,000千円

借入実行残高 3,650,000千円

差引額 2,695,000千円

７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため主

要取引金融機関と当座貸越契約を締結しておりま

す。

当期末における当座貸越契約に係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 7,345,000千円

借入実行残高 4,500,000千円

差引額 2,845,000千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

※１ 受取手数料の内訳

商品先物取引 3,540,431千円

外国為替証拠金取引 105,067千円

合計 3,645,498千円

※１ 受取手数料の内訳

商品先物取引 2,713,537千円

外国為替証拠金取引 124,952千円

合計 2,838,490千円

※２ 売買損益の内訳

商品先物取引損益 △23,047千円

商品売買損益 74,374千円

合計 51,327千円

※２ 売買損益の内訳

商品先物取引損益 △8,230千円

商品売買損益 50,169千円

合計 41,938千円

※３ 取引所等関係費の内訳

取引所会費 102,571千円

その他取引所等関係費 23,837千円

合計 126,408千円

※３ 取引所等関係費の内訳

取引所会費 74,912千円

その他取引所等関係費 25,710千円

合計 100,623千円

※４ 人件費の内訳

役員報酬 158,940千円

従業員給与 1,200,533千円

賞与引当金繰入額 24,400千円

退職給付費用 131,775千円

役員退職慰労引当金繰入額 46,875千円

福利厚生費 176,745千円

合計 1,739,269千円

※４ 人件費の内訳

役員報酬 165,509千円

従業員給与 1,273,599千円

賞与引当金繰入額 47,300千円

退職給付費用 146,201千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,684千円

福利厚生費 178,871千円

合計 1,821,165千円

※５ 固定資産除却損の内訳

器具及び備品 1,376千円

ソフトウエア 58,422千円

合計 59,799千円

※５ 固定資産除却損の内訳

器具及び備品 98千円

ソフトウエア 204千円

合計 302千円
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前事業年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

１ 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議に基づく取得による増加 30,700株

当事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１ 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式買取による増加 163株

(注) １ １株当たり純資産額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

本決算短信「４.連結財務諸表」の「（８）連結財務諸表に関する注記事項」の（重要な後発事象）

をご参照ください。

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 3,687,504 30,700 ― 3,718,204

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 3,718,204 163 ― 3,718,367

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 662.95円 １株当たり純資産額 625.01円

１株当たり当期純利益 17.35円 １株当たり当期純損失 28.61円

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、潜在株式が存在し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、潜在株式が存在しないため、また１株当たり当

期純損失が計上されているため記載しておりません。

前事業年度

（平成24年３月31日)

当事業年度

（平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 11,101,764 10,476,935

純資産の部の合計額から控除する金額
(千円)

― 10,670

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 11,101,764 10,466,265

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

16,745 16,745

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

損益計算書上の当期純利益
又は当期純損失（△） (千円)

290,748 △479,128

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益
又は当期純損失（△） (千円)

290,748 △479,128

普通株式の期中平均株式数 (千株) 16,745 16,745

(重要な後発事象)
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該当事項はございません。

該当事項はございません。

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

（２）役員の異動

エース交易株式会社（８７４９）平成２５年３月期決算短信

－ 46 －　


	表紙
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