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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 434 5.6 △55 ― △19 ― △33 ―
25年3月期第2四半期 411 △55.6 △309 ― △301 ― △425 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △49百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △432百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △7.20 ―
25年3月期第2四半期 △85.52 ―

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

26年3月期第2四半期 4,424 3,629 82.0 806.18
25年3月期 4,686 3,735 79.7 791.04
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,629百万円 25年3月期  3,735百万円

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、期末配当の見通しにつきましては無配の予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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 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）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 707 10.2 △218 ― △201 ― △184 ― △39.00



(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。 

※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、その
達成を当社としてお約束する主旨のものではありません。また、実際の業績等は様々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Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （１）経営成績に関する説明」 をご覧下さい。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 6,543,700 株 25年3月期 6,543,700 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,041,206 株 25年3月期 1,821,662 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,606,397 株 25年3月期2Q 4,978,839 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日）におけるわが国経済は、昨年の政権交代

後に政府が大胆な経済政策を打ち出したことや日銀がそれを後押しする金融政策に踏み切ったことが功を奏し、大

企業を中心に企業の業況判断は改善しています。また、雇用情勢や個人消費も持ち直すなどして景気は上向きつつ

あります。 

 このような経済・市場環境のもと、当社グループの営業収益の内訳としては、売上高は441百万円（前年同四半

期比146.7%増）、トレーディング損益は△７百万円（前年同四半期は１百万円の利益）となりました。また、販売

費及び一般管理費は184百万円（前年同四半期比67.6％減）となりました。 

 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434百万円（前年同四半期比5.6％

増）、営業損失55百万円（前年同四半期は309百万円の営業損失）、経常損失は19百万円（前年同四半期は301百万

円の経常損失）、四半期純損失は33百万円（前年同四半期は425百万円の四半期純損失）となりました。 

  セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

① 再生エネルギー・環境事業 

  国内の太陽光発電システムの販売市場は、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需要が旺盛になり、大規模な太陽光発電所の

建設による売電事業については異業種や海外の事業者の参入が散見されるなど、マーケットは好調を維持しており

ます。 

  当社グループでは、産業用太陽光発電システムの販売・施工を強化しております。 

 この結果、再生エネルギー・環境事業の売上高は441百万円（前年同四半期比146.7％増）、営業利益は61百万円

（前年同四半期は27百万円の営業損失）となりました。 

  

② 投資・金融サービス業 

  当社グループの投資・金融サービス事業はスター為替証券株式会社及びグリーンインベスト株式会社にて外国

為替証拠金取引を中心にディーリング事業を行っております。 

 この結果、投資・金融サービス業の営業収益は△７百万円（前年同四半期は232百万円の営業収益）、営業損

失は106百万円（前年同四半期は279百万円の営業損失）となりました。 

なお、上記セグメント業績は、内部取引及び振替高を含めて表示しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

（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4,424百万円（前連結会計年度末比261百万円減）となりました。

内訳は流動資産が3,974百万円（同340百万円減）、固定資産が450百万円（同78百万円増）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と比べ現金及び預金が296百万円、商品が50百万円減少したこと

によるものです。 

 固定資産の増加は、主として前連結会計年度末と比べ投資その他の資産が46百万円減少したものの、有形固定資

産が126百万円増加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794百万円（同156百万円減）となりました。内訳は流動負債が63百

万円（同91百万円減）、固定負債が656百万円（同65百万円減）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と比べその他が95百万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と比べ退職給付引当金が40百万円減少したことによるものです。

 純資産合計は3,629百万円となり、前連結会計年度末と比べ105百万円の減少となりました。これは主として自己

株式55百万円の増加と、四半期純損失を33百万円計上したことによるものです。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき予想しました結果、平成25年５月14日に発表しました業績

予想に変更はありません。 

 なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。  

   

   

（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 

 該当事項はありません。 

   

   

 当社グループは、前連結会計年度まで９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434百万円（前年同四半期比5.6％増）となったものの、営業損失55百万円を計上しております。ま

た、前連結会計年度にグループの中核事業であった外国為替証拠金取引業を事業承継したことから、前年同四半期

比では営業赤字が大幅に減少しているものの、新たな収益源の確保が急務となっており、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に対応すべく、以下のとおり対応策を講じ、取り組んでおります。 

     

①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、当第２四半期連結累計期間におい

て同事業開始以来、初の営業利益となりました。しかしながら今後においても継続的な収益確保が見通せるまでに

は至っておらず、ビジネスモデルの再構築による安定的な黒字化が課題となっております。 

 平成24年１月に関東に施工部門を新設し、同年12月には産業用太陽光発電システムの需要が見込まれる九州にも

施工部門を開設いたしました。また、今年の６月には大阪府摂津市に施工部を設置したことにより、施工及びメン

テナンス等による収益増と施工外注費の削減を見込んでおります。また電気工事、建築関連の有資格者を確保し、

施工等の需要増に対応することにより黒字体質への早期転換を目指します。 

 なお、当社グループは平成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、太陽光発電による売電事業参入の計画を推進しておりますが、一部の太陽光発電所の建設につ

きましては既に着手しております。これにより、当連結会計年度より売電事業を開始できる見通しとなっておりま

す。その他の計画につきましては、宮崎県内を中心に用地確保を進め早期に着工できるよう、努めてまいります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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 なお、売電事業参入計画の総投資額は約800百万円を見込んでおります。これにより、安定的な収益源の確保を

目指します。 

②投資・金融サービス業 

 当社グループの投資・金融サービス業は、為替証拠金取引及び株価指数証拠金取引事業の規模を縮小した結果、

自己ディーリング事業が中心となっております。しかしながらグループ全体の収益確保に貢献するには至っていな

いことから、スター為替証券株式会社では金融商品取引事業を再構築すべく外国為替証拠金取引のシステムトレー

ドやバイナリーオプション等の新規事業を検討してまいりましたが、同事業の将来性や収益見通し等を慎重に検討

した結果、これらの新規事業の開始を断念し、金融商品取引業を廃止することを決定いたしました。詳細につきま

しては、平成25年10月28日に公表いたしました、「連結子会社の金融商品取引業の廃止に関するお知らせ」をご参

照下さい。 

 また、当社グループの投資・金融サービス業は、一般事業会社として自らの資産を運用するディーリング事業を

引き続き行っていく予定であります。 

 なお、当第２四半期連結会計期間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2,681百万

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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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,978,235 2,681,498

預託金 1,100,000 1,100,000

売掛金 16,118 12,890

商品 55,979 5,091

仕掛品 － 9,181

差入保証金 28,316 42,078

未収還付法人税等 351 171

その他 135,908 123,175

流動資産計 4,314,909 3,974,089

固定資産   

有形固定資産 46,280 172,339

無形固定資産 2,170 1,750

投資その他の資産 322,843 276,134

投資有価証券 223,900 205,241

その他 115,524 87,158

貸倒引当金 △16,581 △16,265

固定資産計 371,293 450,223

資産合計 4,686,202 4,424,313
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,327 8,200

トレーディング商品 872 1,804

未払法人税等 6,601 10,630

訴訟損失引当金 4,500 4,500

その他 134,312 38,360

流動負債計 154,613 63,496

固定負債   

長期未払金 319,490 319,490

繰延税金負債 31,944 21,561

退職給付引当金 60,903 20,673

役員退職慰労引当金 1,230 1,230

負ののれん 308,150 293,476

固定負債計 721,718 656,431

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 950,885 794,480

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 1,562,136 1,528,952

自己株式 △442,219 △498,045

株主資本合計 3,680,666 3,591,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,650 38,175

その他の包括利益累計額合計 54,650 38,175

純資産合計 3,735,316 3,629,832

負債・純資産合計 4,686,202 4,424,313
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 230,167 －

トレーディング損益 1,310 △7,131

売上高 179,117 441,861

その他 947 －

営業収益計 411,542 434,729

売上原価 150,326 305,671

純営業収益 261,215 129,057

販売費及び一般管理費 571,001 184,754

営業損失（△） △309,786 △55,696

営業外収益   

受取利息 795 502

受取配当金 1,657 1,012

負ののれん償却額 14,673 14,673

貸倒引当金戻入額 656 315

投資事業組合運用益 － 8,198

保険解約返戻金 － 10,174

その他 545 1,712

営業外収益計 18,329 36,589

営業外費用   

投資事業組合運用損 9,119 －

自己株式取得費用 73 330

為替差損 540 －

その他 0 －

営業外費用計 9,733 330

経常損失（△） △301,190 △19,437

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 2,130

減損損失 108,299 －

ゴルフ会員権評価損 966 －

割増退職金 － 2,291

再就職支援費用 3,000 2,400

システム障害費用 18,268 －

特別損失計 131,028 6,821

税金等調整前四半期純損失（△） △424,148 △26,259

法人税、住民税及び事業税 1,649 6,924

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,649 6,924

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △425,798 △33,184

四半期純損失（△） △425,798 △33,184
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（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △425,798 △33,184

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,620 △16,474

その他の包括利益合計 △6,620 △16,474

四半期包括利益 △432,418 △49,658

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △432,418 △49,658
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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