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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第14期までの潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の残高がありますが、当

社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。第15期の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

３ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

４ 当社は、平成17年10月25日付で株式１株につき10株の株式分割を行なっております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (千円) 872,192 598,756 836,385 1,856,511 988,998

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 411,394 41,358 △595,178 810,499 △86,955

中間(当期)純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 224,556 10,096 241,027 495,832 △93,363

純資産額 (千円) 1,492,016 2,326,027 3,481,226 1,765,938 2,218,922

総資産額 (千円) 2,682,239 3,133,307 12,529,023 2,793,275 2,852,210

１株当たり純資産額 (円) 159,233.32 22,781.86 29,254.99 18,846.72 21,732.83

１株当たり中間(当期)
純利益又は当期純損失
(△)

(円) 23,965.49 102.58 2,124.41 5,291.70 △931.23

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 100.01 2,086.09 ― ―

自己資本比率 (％) 55.6 74.2 27.8 63.2 77.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △31,290 △415,134 5,288 222,675 △2,306

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △118,559 15,185 △1,176,175 △149,449 △429,364

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 293,247 651,302 2,435,088 88,371 675,082

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 577,578 846,197 2,100,442 594,579 837,196

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
30

〔1〕
35

〔2〕
93

〔2〕
32

〔2〕
38

〔2〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第14期までの潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の残高がありますが、当

社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。第15期、第16期中の潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり中間(当期)純損失で

あるため記載しておりません。 

３ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

４ 当社は、平成17年10月25日付で株式１株につき10株の株式分割を行なっております。 

  

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (千円) 803,449 639,485 337,820 1,802,362 1,020,259

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 404,996 93,008 △206,368 832,636 △870

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(千円) 233,414 53,819 △235,646 390,506 △15,441

資本金 (千円) 594,500 1,000,000 1,506,880 594,500 1,000,000

発行済株式総数 (株) 9,370 102,100 118,996 93,700 102,100

純資産額 (千円) 1,568,303 2,332,792 3,028,395 1,727,635 2,264,051

総資産額 (千円) 2,717,200 3,140,146 3,967,323 2,742,757 2,891,224

１株当たり純資産額 (円) 167,375.00 22,848.12 25,449.55 18,437.94 22,174.84

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間(当期)
純損失(△)

(円) 24,910.81 546.79 △2,076.98 4,167.62 △154.02

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 533.13 ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 1,590 ―

自己資本比率 (％) 57.7 74.3 76.3 63.0 78.3

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
25

〔1〕
34

〔2〕
34

〔2〕
31

〔2〕
36

〔2〕



２ 【事業の内容】 

当社の企業集団は、当社と子会社５社で構成され、商品投資顧問事業、証券投資顧問事業、ディーリ

ング事業、営業投資事業、商品先物受託事業、及び外国為替証拠金取引事業を営んでおります。 

 なお、平成19年6月29日付にて旧三井物産フューチャーズ株式会社（現アストマックス・フューチャ

ーズ株式会社）を子会社化したことにより、ディーリング事業の増強とともに新規事業として商品先物

受託事業及び外国為替証拠金取引事業が加わりました。このうち、外国為替証拠金取引事業につきまし

てはアストマックス・フューチャーズ株式会社の子会社であるアストマックスFX株式会社で運営してお

ります。 

① 商品投資顧問事業 

商品ファンドや投資信託、機関投資家等から、その資産の運用を受託し、国内外の商品市場で運用

を行い、対価として報酬を得る事業を行っております。 

② 証券投資顧問事業 

投資信託や機関投資家等より、その資産運用を受託し、証券市場等で運用し、対価として報酬を得

る事業を行っております。 

③ ディーリング事業 

当社の自己資産を主として東京工業品取引所等内外の商品先物市場で運用する事業であります。 

④ 営業投資事業 

当社が第三者より委託を受けて投資顧問会社として運用する商品ファンドや投資信託等に対し、当

社自身または子会社Astmax Investment Ltd. 経由で自己資金を投資する事業を行っております。 

⑤ 商品先物受託事業 

顧客の注文を東京工業品取引所等の商品先物取引所に取り次ぐ商品先物取引受託業務を行なってお

ります。本事業につきましては、ドットコモディティ株式会社に平成19年9月28日に事業譲渡を行い

ました後も、同社の要望に基づき同社を唯一の顧客とする取次ぎ受託業務を続けてまいりましたが、

本年12月末までには終了の予定です。 

⑥ 外国為替証拠金取引事業 

アストマックスFX株式会社は外国為替証拠金取引（FX取引）の専門業者であり、個人を中心とする

顧客にオンライン取引を通じたサービスを提供しております。 

  



企業集団についての事業の系統図は次のとおりです。 

  

 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 
(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。 

３ 「議決権の所有又は被所有割合」欄の（内書）は間接所有です。 

４ 特定子会社であります。 

  

名称 住所 資本金(千円)
主要な事業の

内容
議決権の所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社) 所有

アストマックス・フューチャ
ーズ株式会社
 (注) ３．４

東京都 
渋谷区

2,000,000

ディーリン
グ事業
商品先物取
引受託事業

100.0
(100.0)

役員の兼任3名
従業員の出向

アストマックスFX株式会社
 (注) ３．４

東京都 
渋谷区

490,000
外国為替証
拠金取引事
業

100.0
(100.0)

役員の兼任3名



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２  従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

３ 従業員数が当中間連結会計期間において55名増加しておりますが、主として平成19年6月29日付にてアスト

マックス・フューチャーズ株式会社を子会社化したことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合はありませんが、労使関係は良好であります。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

商品投資顧問事業 4

証券投資顧問事業 2

ディーリング事業 25 〔2〕

商品先物取引受託事業 6

外国為替証拠金取引事業 9

営業投資事業 3

全社(共通) 44

合計 93 〔2〕

従業員数(名) 34〔2〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、引き続き高い成長を続ける世界経済の中で好調な企業

業績が牽引役となって緩やかな拡大基調を維持しました。本年夏場にかけては、米国サブプライムロー

ン（信用力の低い消費者を対象とした住宅ローン）問題に端を発する世界的な金融市場の混乱が発生

し、世界同時株安となる局面もありましたが、9月末にかけて徐々に落ち着きを取り戻しました。 

この間、当社企業グループの主要事業と関わりの深い商品市況は、夏場にかけて日米欧の原油市場が

高値を更新、小麦を中心とする農産物市場でも需給逼迫を囃して大幅上昇する銘柄が目立つなど、一

段高となりました。その後、８月の金融市場混乱の際には一時的に反落する局面もありましたが、ドル

安の支援も受けて、9月には再び騰勢を強めております。 

  一方、国内商品先物市場では、世界的な商品市場に対する注目度の上昇とは対照的に、今年度になっ

ても新たに大手商品取引員が行政処分を受けるなど、市場の活性化に悪影響を与えかねない事態が起き

ており、国内商品先物市場での出来高や取組高は相変わらず振るわず、全国商品取引所の出来高は本年

累計（平成19年1月～9月）で前年同期比約25%減となっております。当社企業グループの主要事業であ

る商品投資顧問事業、ディーリング事業及び営業投資事業の収益を高めるためには、東京工業品取引所

等、国内商品先物市場の出来高や取組高の回復が引き続き重要な要素でありますが、当社企業グループ

にとって厳しい環境が続いております。 

  本年６月末、当社は旧三井物産フューチャーズ株式会社（現アストマックス・フューチャーズ株式会

社）を子会社化いたしましたが、同社の主要事業であるディーリング事業が上記の厳しい外部環境の

下、業績が振るわず、期待通りの成果はまだあげるに至っておりません。一方、子会社化後直ちに同社

の全事業内容を見直しし、本年９月末にネットによる商品先物取引受託事業を楽天株式会社の持分法適

用会社であるドットコモディティ株式会社に事業譲渡いたしました。ネットによる商品先物取引受託事

業は、より大きな事業規模で行う方が効率的であるということより、当社子会社およびひまわりシーエ

ックス株式会社の同事業をドットコモディティ株式会社に統合・集約して行うこととしたためです。そ

れに伴い、事業譲渡益や商品取引責任準備金の取崩し等による特別利益が当中間連結会計期間に発生し

ました。一方、商品先物取引受託事業関連のリース契約解約損や特別退職金等の特別損失も発生しまし

た。 

  当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比237百万円（39.7％）増加し836百万円となり、一方営業

費用はアストマックス・フューチャーズ株式会社及び同社の子会社アストマックスFX株式会社が当社連

結子会社に加わったことにより前年同期比858百万円（160.1%）増加の1,394百万円となりました。その

結果、連結経常損失は595百万円（前年同期は41百万円の連結経常利益）、連結中間純利益は前年同期

比230百万円（2,287.3%）増加の241百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 商品投資顧問事業 

当事業では、商品先物市場を中心とした主要商品市場での顧客資産の運用業務を行っております。

当中間連結会計期間の運用成績は次のとおりです。当社の開発した商品インデックス「AstMax 

Commodity Index (以下AMCI)」に連動した運用プログラムの収益率は、本年８月にマイナスとなった

ものの当中間期の収益率は大きくプラスとなりました。また商品市場での裁定取引型運用プログラム



「アストジェネシス」も、困難な市場環境下、着実な収益を上げております。一方、ASTMAX USA, 

LTD.にて平成19年3月末に運用を開始した新規運用プログラム「アストオプション（商品）」は、好

調な運用が続いておりましたが、９月に大きなマイナスを計上し、当中間期全体ではマイナスとなっ

ております。 

顧客運用資産面では、当中間期において商品インデックス「AMCI」連動型運用プログラムは機関投

資家からの追加投資や新規案件により前年同期比で大幅に増加しました。商品裁定型運用プログラム

「アストジェネシス」は、運用受託している商品ファンドの償還等により減少しましたが、機関投資

家の投資等により一部回復し、前年同期比では微減に留まりました。また「アストオプション（商

品）」では、当中間期中の運用資産の増加はありませんでした。 

商品トレンドフォロー型システム運用プログラム「アストプレリュード」は改良版の運用を昨年よ

り実施しましたが、収益率が改善せず、また運用資産も減少したことより新規受託を止め、当中間期

において運用を停止しました。 

以上の結果、前中間期の平均運用残高と比較すると、報酬率の高い運用資産が減少する一方で報酬

率の低い運用資産が大きく伸びる結果となり、当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比9百万円

（15.2％）減少し52百万円となりました。営業費用は前年同期比24百万円（24.1％）増加し128百万

円となり、営業損失は前年同期比34百万円（84.2％）増加し75百万円となりました。 

尚、運用収益率の向上及び運用資産額の増加という目標に対する当中間連結会計期間における主な

成果は以下の通りです。 

 
  

② 証券投資顧問事業 

当事業では、国内外の証券市場を中心に顧客資産の運用業務を行っております。 

当中間連結会計期間の運用成績は次のとおりです。平成19年3月末に運用を開始した日本株ロン

グ・ショート運用の新規プログラム「アストジェルズ」は、米国のサブプライムローン問題に端を発

した信用収縮の悪影響を受けて、夏以降運用収益率が大きくマイナスとなりました。また、昨年より

開始したポートフォリオ・マネジメント運用においても、サブプライムローン問題の影響を受けて、

当中間期の収益率はマイナスとなりました。 

顧客運用資産面では、商品投資を補完する位置づけとしての債券運用戦略等に基づく運用資産残高

は前中間期末比で108億円増加し、176億円となりました。また、ポートフォリオ・マネジメント運用

は年金などの機関投資家からのテーラーメイドによる運用受託を行い、前中間期末比で約26億円増加

し、29億円の運用残高となりました。一方「アストジェルズ」については、当中間期中の運用資産増

加はありませんでした。 

また、当中間期において、市場中立型運用プログラム「ファイナンシャル・アストシンフォニー」

は収益率の低下や運用資産額の減少などにより運用を終了しました。 

以上の結果、前中間期の平均運用残高と比較すると、報酬率の高い運用資産が減少する一方で報酬

・ 顧客資産運用部門の組織/体制の強化

・ 機関投資家等プロフェッショナルな顧客及び販売会社への当社運用プログラムについての積極的な

マーケティング活動と、その結果としての運用資産の増加。

・ 商品指数連動型の運用体制強化のための、商品市場について長年の経験を有するファンドマネージ

ャーの採用。

・ 商品市場を対象とした新たな運用手法の開発（一部、試験運用開始）。

・ 「アストオプション（商品）」について、ファンド運用に備えた改良。

・ 市場環境に適合しなくなった運用プログラム（「アストプレリュード」）の停止（選択と集中）。



率の低い運用資産が大きく伸びる結果となり、当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比7百万

円（28.8％）減少し18百万円となりました。営業費用は前年同期比1百万円（2.4％）減少し61百万円

となりました。営業損失は前年同期比5百万円（15.3％）増加し43百万円となりました。 

尚、運用収益率の向上及び運用資産額の増加という目標に対する当中間連結会計期間における主な

成果は以下の通りです。 

 
  

③ ディーリング事業 

当事業では、当社及び旧三井物産フューチャーズ株式会社（現アストマックス・フューチャーズ株

式会社）において、東京工業品取引所等国内商品先物市場を中心に、一部海外商品市場も利用してデ

ィーリング業務を行っております。 

当中間期の市場環境に関しましては、昨年度に引き続き国内先物市場に流動性の低下が見られ、デ

イトレードを中心とした当事業グループにとっては、厳しい環境となりました。 

このような環境下、収益の多角化を目指し、海外商品市場を利用した国内先物市場との裁定取引に

も積極的に取り組んでまいりましたが、エネルギー市場や穀物市場での裁定取引において過去と異な

る相場の動きとなったため、満足の行く結果は得られませんでした。一方、貴金属市場での裁定取引

においては徐々に収益面での貢献が見られるようになってきました。 

また、当社が場外会員（Off-Floor  Member）となりましたドバイ商業取引所（DME－Dubai 

Mercantile Exchange）におけるオマーン産原油先物取引も開始し、エネルギー市場での裁定取引の

一環として取り組んでおります。 

当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比40百万円（7.9％）減少し474百万円となりました。営

業費用は旧三井物産フューチャーズ株式会社の子会社化により445百万円（162.0％）増加し720百万

円となりました。営業損失は246百万円（前年同期は240百万円の営業利益）となりました。 

  

④ 商品先物取引受託事業 

当事業では、顧客の注文を国内商品先物取引所に取次ぐ商品先物取引受託業務を行っており、平成

19年4月～6月は旧社名・三井物産フューチャーズ株式会社にて、また7月～9月は新社名・アストマッ

クス・フューチャーズ株式会社として営業活動を行ってまいりました。第１四半期においては社名変

更を控え、新規顧客獲得活動を控えていたこともあり、口座増加という観点では苦戦しましたが、収

益は前年度対比微減という状況でした。第２四半期は、システムトラブルやドットコモディティ株式

会社への事業譲渡の発表などで業績的には前年同期比で下回る結果となりました。事業譲渡につきま

しては、顧客口座移管案内・準備の徹底により大きなトラブル・事故もなく、多数の顧客の口座移管

がスムーズに行われ、予定通り本年９月28日に事業譲渡を終了いたしました。 

当中間連結会計期間の営業収益は200百万円、営業費用は338百万円となりました。その結果、営業

損失は137百万円となりました。 

  

⑤ 外国為替証拠金取引事業 

当事業では、アストマックスFX株式会社におきまして、外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）の専門業

・ 顧客資産運用部門の組織/体制の強化。

・ 運用体制強化のための、新規採用も含む投資判断者の追加。

・ 「アストジェルズ」について、夏以降のマイナス運用への対応策を含む改良。

・ 市場環境に適合しなくなった運用プログラム（「ファイナンシャル・アストシンフォニー」）の停

止（選択と集中）。



者として、個人投資家向けを中心にオンライン取引のサービスを提供しております。当中間連結会

計期間における経営成績は、前半は概ね収支が均衡する状態でしたが、後半は顧客の取引が活発化

し、手数料収入が伸びた結果、一定の営業利益を確保することができました。この要因は、米国にお

けるサブプライムローン問題に端を発した信用収縮不安を背景に世界の金融市場が混乱をきたし、為

替市場にもその影響が及んだため、為替市場の変動率が高まったことにあります。特に８月中旬の動

きは激しく、顧客の相場に対する見方が交差する中で注文も著しく増加しました。ただ、急激な円高

により損失を被った顧客も多く、当社の預り資産は減少しましたので、その再構築が今後の課題とし

て残りました。 

当中間連結会計期間の営業収益は87百万円、営業費用は87百万円となりました。その結果、営業損

失は0百万円となりました。 

  

⑥ 営業投資事業 

当事業では、当社企業グループが運用するファンドへの自己資金を使った営業投資と自己勘定での

投資を行っております。当社が運用するファンドへの自己投資では日本株のロング・ショート型ポー

トフォリオ運用である「アストジェルズ」により運用損失が発生しました。当中間期はサブプライム

ローン問題に端を発した世界的なリスク回避の動きから、国内証券市場におけるバリュー分析に基づ

くロング・ショート運用戦略が機能しにくい環境となりました。また、自己勘定で投資を行う商品・

証券オプションを利用した運用においても損失が発生しました。 

当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比5百万円（37.5％）増加し18百万円となりました。営

業費用は42百万円（38.2％）減少し69百万円となりました。その結果、営業損失は47百万円

（48.4％）減少し51百万円となりました。 

なお、上記の事業の種類別の営業収益にはセグメント間の内部営業収益又は振替高15百万円が含ま

れております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,263百万円増加

し、2,100百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、ネットによる商品先物受託事業の譲渡等により税金等調整前

中間純利益が511百万円と前年同期比470百万円増加した一方で、主として商品取引責任準備金の減少、

アストマックス・フューチャーズ株式会社及びアストマックスFX株式会社の資産及び負債の増減等によ

り前年同期比420百万円増加し、5百万円（前年同期は△415百万円）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲渡による収入があった一方、主としてアストマック

ス・フューチャーズ株式会社の株式取得により前年同期比1,191百万円減少し、△1,176百万円（前年同

期は15百万円）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済があった一方、アストマックス・フューチャー

ズ株式会社の株式取得のための第三者割当増資、新規の借入により、前年同期比1,783百万円増加し、

2,435百万円(前年同期は651百万円)となりました。 

  



２ 【営業の状況】 

(1) 営業収益実績 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)における営業収益実績を事業の

種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

なお、当中間連結会計期間より子会社となったアストマックス・フューチャーズ株式会社及びアスト

マックスFX株式会社を連結の範囲に含めたことにより、アストマックス・フューチャーズ株式会社が行

っている「商品先物取引受託事業」及びアストマックスFX株式会社が行っている「外国為替証拠金取引

事業」を事業区分に追加しました。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の営業収益実績及び当該営業収益実績の総営業収益実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前年同期比(％)

商品投資顧問事業(千円) 52,826 △15.2

  うち管理報酬(千円) 51,541 △17.2

  うち成功報酬(千円) 1,284 1,205.7

証券投資顧問事業(千円) 18,130 △28.8

  うち管理報酬(千円) 16,828 △33.7

  うち成功報酬(千円) 1,302 1,182.5

ディーリング事業(千円) 474,760 △7.9

商品先物取引受託事業(千円) 200,528 ―

外国為替証拠金取引事業(千円) 87,085 ―

営業投資事業(千円) 3,053 ―

合計 836,385 39.7

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

営業収益(千円) 割合(％) 営業収益(千円) 割合(％)

東京工業品取引所 486,916 81.3 549,783 65.7



(2) 運用資産残高の状況 

以下の表は、当社企業グループの運用資産残高の状況を示したものです。 

① 当中間連結会計期間のプログラム別運用資産残高 

  

 
(注)１ 金額は時価純資産額又は時価純資産額にノーショナル・エクイティ(想定運用資産)を加えたもので、表示単

位未満を切り捨てて表示しております。 

２ 先物市場を使った運用の場合、実際に証拠金として必要な資金が少額であることから、顧客によっては実際

に預託する資金に想定運用資産を加えた資産額で運用する様に契約上取り決めることが多く、通常、この契

約運用資産額が管理報酬の計算上のベースとなっています。この様に顧客との契約運用資産額のうち実際に

資金が預託されていない金額をノーショナル・エクィティ（想定運用資産）と言います。 

３ 「ファイナンシャル・アストプレリュード」及び「アストオプション」に関しては商品投資顧問事業と証券

投資顧問事業の二つの事業部門にありますが、両運用プログラムのうち、証券先物等で運用するものを証券

投資顧問事業に、商品及び金融先物やその他の運用のものを商品投資顧問事業に分類しております。 

  

プログラム名 平成19年３月 平成19年６月 平成19年９月

商品投資 
顧問事業

アストジェネシス 
(百万円)

1,321 1,041 1,719

アストプレリュード 
(百万円)

294 255 ―

ファイナンシャル  
アストプレリュード 
(百万円)

37 ― ―

アストオプション
(百万円)

180 178 184

AMCI(百万円) 7,452 11,899 12,160

証券投資 
顧問事業

ファイナンシャル  
アストプレリュード 
(百万円)

37 ― ―

アストオプション
(百万円)

20 19 ―

ファイナンシャル  
アストシンフォニー 
(百万円)

411 ― ―

アストジェルズ(百
万円)

200 205 176

債券運用戦略(百万
円)

7,722 16,932 17,674

その他(百万円) 2,001 3,098 2,981

合計(百万円) 19,678 33,630 34,898



② 当中間連結会計期間のプログラム別運用資産残高 

商品投資顧問事業 

 
  

証券投資顧問事業 

 
(注)１ 金額は時価純資産額又は時価純資産額にノーショナル・エクイティ(想定運用資産)を加えたもので、表示単

位未満を切り捨てて表示しております。 

２ 運用等の数値は、以下の算式により算出しております。 

  ｔ期の運用等＝ｔ期末残高－ｔ期流入＋ｔ期流出－(ｔ－1)期末残高 

  

プログラム名
アストジェネシス

(百万円)
アストプレリュー

ド(百万円)

ファイナンシャル
アストプレリュー

ド(百万円)

アストオプション
(百万円)

AMCI 
(百万円)

平成19年３月 1,321 294 37 180 7,452

流入 0 0 0 0 4487

流出 276 16 37 0 424

運用等 -3 -22 0 -1 384

平成19年６月 1,041 255 ― 178 11,899

流入 662 0 ― 19 706

流出 0 247 ― 0 481

運用等 16 -7 ― -14 36

平成19年９月 1,719 ― ― 184 12,160

プログラム名
ファイナンシャ
ルアストプレリ
ュード(百万円)

アストオプショ
ン(百万円)

ファイナンシャ
ルアストシンフ
ォニー(百万円)

アストジェルズ
(百万円)

債券運用戦略
(百万円)

その他(百万円)

平成19年３月 37 20 411 200 7,722 2,001

流入 0 0 0 0 8,388  1,000

流出 37 0 411 0 424  0

運用等 0 0 0 5 1,246  98

平成19年６月 ― 19 ― 205 16,932 3,098

流入 ― 0 ― 0 1,335 0

流出 ― 20 ― 0 606 0

運用等 ― 0 ― -28 13 -116

平成19年９月 ― ― ― 176 17,674 2,981



③ 当中間連結会計期間の成功報酬付き運用資産残高及び比率の推移 

  

 
(注) 金額は時価純資産額又は時価純資産額にノーショナル・エクイティ(想定運用資産)を加えたもので、表示単位

未満を切り捨てて表示しております。 

  

④ 平均運用資産残高の推移 

  

 
(注) 各期の月末運用資産残高の単純平均であります。 

  

成功報酬の有無 平成19年３月 平成19年６月 平成19年９月

成功報酬あり

残高(百万円) 2,501 1,700 2,081

比率(％) 12.7 5.1 6.0

成功報酬なし

残高(百万円) 17,176 31,930 32,817

比率(％) 87.3 94.9 94.0

合計
残高(百万円) 19,678 33,630 34,898

比率(％) 100.0 100.0 100.0

期別
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

平均運用資産残高(百万円) 20,947 29,764



３ 【対処すべき課題】 

当社企業グループでは、今後更なる事業及び収益の拡大を図るために、以下の課題に取組む所存であ

ります。  

① 運用資産の増大 

当社企業グループの収益の安定的な拡大には、商品及び証券投資顧問事業における運用資産総額の

拡大が必要であると考えております。平成19年9月末現在の顧客資産運用額は348億円と伸びておりま

すが、これを更に伸ばして行くことが喫緊の課題であります。運用資産額が大きくなることで、潜在

顧客の当社企業グループへの信用が高まり、更に運用資産額を増やすことが可能になると考えており

ます。  

運用資産額の増大のための方策として特に以下の3点を強化してまいりたいと考えております。  

a. 運用収益率の継続的な向上 

顧客は運用収益率の高い投資顧問業者を選定する傾向が強いと思われるため、目標の運用収益率

を維持・向上させることは、運用資産額の増大に繋がり、また当社企業グループの収益増（成功報

酬増）になり、極めて重要であります。 

当社企業グループは、運用の基本方針として、絶対リターンの追求、または付加価値の追求を掲

げております。前者は、運用収益率をどのような外部環境においても常にプラスで維持することを

目指すというものであります。運用収益率の更なる向上を目指すべく、既存の運用手法について必

要な改良を継続すると同時に、新たな運用手法の開発やファンドマネージャーの育成に取組んでい

く所存であります。 また、後者については、顧客のニーズにあった運用及び運用商品において、

比較優位等の付加価値を提供し続けたいと考えております。例えば、当社の開発した商品指数

(AMCI)に連動する運用等については、「商品価格の上昇に期待する中長期投資」というカテゴリー

で付加価値を提供し続けるべく、継続努力する所存であります。 

b. 新規運用プログラムの開発とファンドマネージャーの採用  

一般的に伝統的な運用手法に比べ、絶対的な収益を目指すオルタナティブな運用手法について

は、一手法で運用できる金額に限度があります。また、投資制度や環境の変化で、既存の運用プロ

グラムが劣化する可能性もあります。従って、顧客のニーズに応える運用パフォーマンスを上げる

ためにも、当社企業グループは常に新しい運用プログラムの開発を進めていく必要があります。  

新しい運用プログラムは、既存のファンドマネージャーにより開発される場合と、当社企業グル

ープにはない運用プログラムを持っている新規ファンドマネージャーを採用することで獲得できる

場合があります。当社企業グループでは、新規運用プログラムの開発を進めるとともに、常に新規

ファンドマネージャーを募集し、また、ポートフォリオ・マネジメント事業において他社の運用プ

ログラムを活用することにより、運用プログラムの追加と運用資産の拡大に努める所存でありま

す。  

平成17年度より自己資金にて運用を行っていた商品・証券市場での運用プログラムが顧客資産運

用にも十分適用できるものであることを確認し、２つの運用プログラムを顧客資産運用向けにリリ

ース致しましたが、将来に向けて、実際の顧客資産運用を想定したテスト取引を含めて、継続的に

新たな運用プログラムの開発に注力する予定であります。 

c. 機関投資家等潜在顧客へのマーケティング活動強化  

平成18年1月にマーケティング部専任の部長を招聘後、マーケティング活動は強化されました

が、引続き陣容の増強を図っていく所存です。また、販売機関と連携しての当社運用プログラムの

拡販にも一層の尽力をしていく予定であります。 

② 新事業である外国為替証拠金取引事業の拡大 



平成19年6月29日に三井物産株式会社から同社子会社の三井物産フューチャーズ株式会社の全株式

を取得し子会社化しました（同日付で商号はアストマックス・フューチャーズ株式会社に変更済

み）。これにより当社企業グループの新規事業として商品先物受託事業と外国為替証拠金取引事業が

新たに加わりました。このうち、商品先物受託事業につきましては平成19年9月28日付にてドットコ

モディティ株式会社に事業譲渡しましたが、外国為替証拠金取引事業につきましてはこの子会社化に

より獲得いたしました従業員とともに積極的に取り組む所存です。 

③ ディーリング事業の強化 

三井物産フューチャーズ株式会社の子会社化により、同社のディーリング部が新たに当社企業グル

ープに加わり、ディーリング事業が大幅に拡充されました。これによりディーラー数が3倍近くに増

強されております。当社企業グループでは、従来の国内商品先物市場でのマーケットメイク的ディー

リング業務に加え、穀物等の新規商品の取り扱い、海外商品先物・現物市場との裁定取引や、海外商

品先物市場でのマーケットメイク業務などに一層注力する所存です。 

④ 優秀なディーラーの安定的確保 

当社のディーリング事業は、毎期の利益額が大きく変動しております。月単位あるいは年単位で見

れば、大きな損失を被るリスクは限定的と考えておりますが、過去に利益額が大きく減少した際の大

きな要因の一つは優秀なディーラーの退職でありました。 

業界内での優秀なディーラーの引き抜き・移籍は珍しくなく、これを防ぐ有効な手段を講じること

は難しい状況にあります。当社においても、ディーラーの収益に応じたインセンティブ給制度の導入

など、業績貢献度を反映させる報酬制度を取っておりますが、それだけでは引き止めることは難しい

のが現状であります。  

当社では、常に新しいディーラーを育成し、既存の優秀なディーラーが移籍しても収益に大きな影

響を与えることなく交代ができるような体制を構築すべく努力をしていく所存であります。具体的に

は毎年数名のディーラー候補者たるトレーニーを採用し育成する事、及び状況に応じて他社からディ

ーリング経験者を採用する事により、優秀な人員の安定的確保に努める所存であります。 

⑤ システム開発 

当社のコンピュータ・システムは、主に以下の分野で使われており、業務上不可欠なインフラとな

っております。 

ⅰ 運用プログラム  

ⅱ 運用をサポートするシステム 

ⅲ 顧客別運用資産の管理  

ⅳ 自己勘定取引におけるポジション管理、損益管理、リスク管理 

ⅴ 経理資料を含む、各種データの作成 

現状、当社のシステムは業務上及びセキュリティー上必要とされる水準を備えていると考えており

ますが、更にシステムパフォーマンス向上に努める等一層の効率化を追求したいと考えております。

また運用プログラム、運用をサポートするシステムについては当社の運用力強化の重点施策であると

の認識からこの一年間、情報システム担当者の増員を図ってきました。今後もＩＴでの優位性を保持

することは当社の重要課題であるとの考えは変わっておりません。 

業務系基幹システムについては平成18年度上期より大手システム設計会社に開発を依頼し、平成19

年度下期からの本格導入を予定しております。また、経理システムについて、より効率的なシステム

の導入を検討しています。 

⑥ コンプライアンスの徹底 

当社企業グループは、個人や企業の財産が商品ファンドや投資信託等の形となったものを運用して



いる公共性の高い業務を担っております。従いまして役職員一人一人に強いモラルが求められま

す。当社企業グループの全役職員に対しましては、各社の社内規程で法令等の遵守を要求するととも

に、その旨誓約書を提出させております。しかし、コンプライアンスについては、継続的な啓蒙活動

とチェックが必要であり、引続きその徹底を図って行く所存であります。とりわけ、当社におきまし

ては、具体的に以下の方法を実践しており、これらの内容の当社企業グル－プの全役職員への浸透を

図っております。 

ⅰ 毎月 低1回開催の取締役会、役員部長報告会、毎週1回開催の部長会等で、関連業法に関す
るトピックス（例えば法改正の動き、改正後の政省令の概要等）の報告・情報交換を行うと
ともに、部下への伝達・指導を行う。

ⅱ 社内規程改定時において社内に改訂された旨報告を行い、必要に応じ社内説明会を開催す
る。 

ⅲ 全役職員対象あるいはそのテ－マに関係する部門対象のコンプライアンス研修を2ヶ月に一
度程度開催し啓蒙活動を行う。 

ⅳ 新入社員研修で、コンプライアンスに関する教育を徹底する。

ⅴ 各部にコンプライアンス担当を置き、業務遂行上必要な法令等の部内啓蒙活動及びコンプラ
イアンス自主チェックを行う。



４ 【経営上の重要な契約等】 

  

平成19年９月28日にアストマックス・フューチャーズ株式会社を分離元企業とし、ドットコモディティ株

式会社を分離先企業とする事業譲渡を実施しました。 

  

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含

む事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

名称：ドットコモディティ株式会社 

事業の内容：インターネット取引による商品先物取引受託業務 

(2) 事業分離を行った主な理由 

主要事業のひとつであるディーリング事業への経営資源の集中を図る必要があるとの判断から事業

譲渡を行ないました。 

(3) 事業分離日 

平成19年９月28日 

(4) 法的形式を含む事業分離の概要 

アストマックス・フューチャーズ株式会社を分離元企業とし、ドットコモディティ株式会社を分離

先企業とする事業譲渡を実施しました。 

  

２．実施した会計処理の概要 

(1) 移転損益の額 712,383千円（利益） 

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な仕訳 

 
  

３．事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

商品先物取引受託事業 

  

４．当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

 
  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

資産項目 金額(千円) 負債項目 金額(千円)

流動資産 4,306,297 流動負債 4,306,297

合計 4,306,297 合計 4,306,297

金額(千円)

営業収益 167,875

営業損失 25,639

経常損失 20,660



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当中間連結会計期間に以下の設備を取得した後、セール・アンド・リースバックの取引を行っており

ます。 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の他、主要なリース設備として、新たに以下のものがあります。 

 
  

(2) 国内子会社 

当中間連結会計期間より子会社となったアストマックス・フューチャーズ株式会社及びアストマック

スFX株式会社を連結の範囲に含めたことにより、下記の設備が新たに当社グループの主要設備となりま

した。 

当該設備の状況は以下のとおりであります。 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。 

 
  

(3) 在外子会社 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類別セグメント
の名称

設備の内容
帳簿価額(千円) 従業員数

(名)ソフトウエア

本社 
(東京都渋谷区)

商品投資顧問事業
証券投資顧問事業
ディーリング事業
営業投資事業

業務系基幹システム 95,900 34

事業所名 
(所在地)

事業の種類別セグメ
ントの名称

設備の内容
当中間連結会計期間
リース料(千円)

リース契約残高
(千円)

本社 
(東京都渋谷区)

ディーリング事業
東京工業品取引所
端末等

849 3,658

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種 
類別セグ 
メントの 
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

器具備品 ソフトウェア 合計

アストマッ
クス・フュ
ーチャーズ
株式会社

本社 
(東京都中央
区)

ディーリング
事業
商品先物取引
受託事業

事務所内装一
式、PC、什
器、通信関連

4,677 ─ 4,677 47

アストマッ
クスFX株式
会社

本社 
(東京都中央
区)

外国為替証拠
金取引事業

システム関
連、電子計算
機(サーバー)

708 6,660 7,368 9

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容
当中間連結会計期
間リース料(千円)

リース契約残高
(千円)

アストマック
ス・フューチャ
ーズ株式会社

本社 
(東京都中央
区)

ディーリング事
業
商品先物取引受
託事業

事務所什器関
連、システム関
連、通信関連

66,536 123,229



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとお

りであります。 

 
(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の新設等 

 
(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメントの名称

設備の内容 投資額(千円)
 

完了年月 
 

完成後の
増加能力

提出会社
本社 
(東京都渋谷区)

商品投資顧問事業
証券投資顧問事業
ディーリング事業
商品投資事業

業務系基幹シス
テム

95,900 平成19年9月 ─

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメントの

名称
設備の内容

投資予定額
資金調達方

法
着手年月

 
完了予定
年月 
 

完成後の
増加能力総額

（千円）
既支払額
（千円）

提出会社
本社 
(東京都渋
谷区)

全社
本社3、5F
内装工事等

61,000 ─ 自己資金
平成19年
11月

平成19年
12月

─



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 360,000

計 360,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 118,996 127,996
ジャスダック証券

取引所

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 118,996 127,996 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであ
ります。 

 
(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行対象者の退職による権利喪失に伴い新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約

権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かかる調整は当該時点におい

てその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満

の株式については切り捨てます。 

 
３  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。 

 
   また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（新株予

約権の行使によるものを除く）は、次の算式により払込む金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

は切り上げます。 

 
   なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

   （１）行使の条件     

 
   （２）新株予約権の消却及び取得    

株主総会の特別決議日(平成16年１月21日)：新株予約権発行日(平成16年２月12日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個)（注）１、２ 335 315

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)
（注）１、２

3,350 3,150

新株予約権の行使時の払込金額(円)
（注）３

30,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年２月１日～
平成24年７月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)

発行価格  30,000
資本組入額 15,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡及び質入等の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × 1株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

① 上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場されるまでは、新株予約権を
行使できない。

② 権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位にあることを要する。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。

④ その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。

①
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書
承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消



 
  

 
(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行対象者の退職による権利喪失に伴い新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約

権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かかる調整は当該時点におい

てその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満

の株式については切り捨てます。 

 
３  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。 

 
   また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（新株予

約権の行使によるものを除く）は、次の算式により払込む金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

は切り上げます。 

 
   なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

   （１）行使の条件     

却することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（１）行使の条件の②に既定する条件に該当しなく

なったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得するこ
とができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することがで
きるものとする。

株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)：新株予約権発行日(平成17年１月14日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個)（注）１、２ 68 63

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)
（注）１、２

680 630

新株予約権の行使時の払込金額(円)
（注）３

30,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日～
平成24年７月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)

発行価格  30,000
資本組入額 15,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡及び質入等の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × 1株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

① 上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場されるまでは、新株予約権を
行使できない。

② 権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位にあることを要する。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。

④ その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。



 
   （２）新株予約権の消却及び取得    

 
  

 
(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行対象者の退職による権利喪失に伴い新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者の1個あたりの新株予約

権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かかる調整は当該時点におい

てその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満

の株式については切り捨てます。 

 
３  新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。 

 
   また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（新株予

約権の行使によるものを除く）は、次の算式により払込む金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

は切り上げます。 

 
   なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 

４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。  

  （１）行使の条件     

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書
承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消
却することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（１）行使の条件の②に既定する条件に該当しなく
なったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得するこ
とができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することがで
きるものとする。

株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)：新株予約権発行日(平成17年６月24日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個)（注）１、２ 46 46

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)
（注）１、２

460 460

新株予約権の行使時の払込金額(円)
（注）３

30,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日～
平成24年７月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)

発行価格  30,000
資本組入額 15,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡及び質入等の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × 1株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

① 上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場されるまでは、新株予約権を
行使できない。



 
   （２）新株予約権の消却及び取得 

 
  

(3) 【ライツプランの内容】 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) １ 有償第三者割当 発行価額 59,185円 資本組入額 30,000円 割当先 株式会社大和証券グループ本社 

２ 平成19年11月30日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が9,000株、資本金が213,120千

円、資本準備金が209,961千円増加しております。 

  

② 権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位にあることを要する。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。

④ その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約書」による。

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書
承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消
却することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（１）行使の条件の②に既定する条件に該当しなく
なったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得するこ
とができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することがで
きるものとする。

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年５月31日(注)１ 16,896 118,996 506,880 1,506,880 493,109 1,035,189



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 株式会社大和証券グループ本社は、平成19年５月31日に当社が第三者割当増資のため発行した株式を100％引き

受けたことにより主要株主になっております。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 完全議決権株式（その他）には証券保管振替機構名義の株式が107,047株（うち失念株式4株）含まれておりま

す。 

  

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区大手町２丁目６－４ 22,601 18.99

有限会社啓尚企画 東京都目黒区碑文谷３丁目８－１ 18,000 15.13

牛 嶋 英 揚 東京都大田区 9,340 7.85

スターアセット証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目２－５ 4,670 3.92

小 幡 健太郎 東京都目黒区 3,120 2.62

小 倉 卓 也 東京都目黒区 2,650 2.23

オリオン交易株式会社 兵庫県神戸市中央区京町６７番地 2,500 2.10

小 坂 旦 子 東京都世田谷区 1,625 1.37

石 田 勝 世 東京都港区 1,022 0.86

本 多 弘 明 神奈川県川崎市高津区 1,000 0.84

計 ― 66,528 55.91

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 118,996 118,992
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 118,996 ― ―

総株主の議決権 ― 118,992 ―



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(1) 新任役員 

 
(注) １ 監査役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会の終

結の時までであります。 

  

(2) 退任役員 

 
  

(3) 役職の異動 

 
  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 83,500 67,600 76,700 67,000 48,150 33,500

低(円) 61,100 53,000 56,000 49,700 30,300 20,250

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

就任年月日

監査役 
（常勤）

― 松岡正雄
昭和20年６月

21日

平成15年６月 住商パイプアンドスチール㈱ 専務取締

役業務部長

(注)１ 60
平成19年６月

27日

平成17年11月 当社入社 管理部門担当役員補佐

平成19年３月 アストマックス・キャピタル㈱ 監査役

（現任）

平成19年６月 当社常勤監査役(現任)

役名 職名 氏名 退任年月日

常勤監査役 ― 小野満進一 平成19年６月27日

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 
(ディーリング委員会委員

長)

代表取締役社長 
(内部監査委員会委員長兼
投資戦略委員会委員長)

牛嶋英揚 平成19年７月１日

専務取締役 
(運用統轄部長兼投資戦略

委員会委員長)

専務取締役 
(運用統轄部長兼コンプラ

イアンス部長)
本多弘明 平成19年７月１日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表については、みすず監査法人及び公認会計士石原幹郎事務所により中間監査を受け、金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月

30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中

間財務諸表については、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第15期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第15期中間会計期間の中間財務諸表 

みすず監査法人及び公認会計士石原幹郎事務所

第16期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第16期中間会計期間の中間財務諸表 

新日本監査法人



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※５ 846,197 2,767,845 837,196

 ２ 営業未収入金 90,966 58,548 20,366

 ３ 委託者未収金 ― 13,295 ―

 ４ 有価証券 ※１ 267,390 ― ―

 ５ たな卸資産 114,296 ― ―

 ６ 保管有価証券 ※３ ― 343,323 ―

 ７ 差入保証金 ※５ 856,506 5,250,807 837,539

 ８ 金銭の信託 ※５ ― 1,850,000 ―

 ９ 繰延税金資産 15,752 98,919 18,732

 10 その他 48,188 428,213 56,241

   流動資産合計 2,239,298 71.5 10,810,954 86.3 1,770,076 62.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 28,503 28,503 28,503

    減価償却累計額 4,063 24,439 7,662 20,841 6,040 22,463

  (2) 器具備品 39,820 66,541 41,347

    減価償却累計額 19,813 20,006 46,350 20,191 23,775 17,571

    有形固定資産合計 44,446 1.4 41,032 0.3 40,035 1.4

 ２ 無形固定資産 20,243 0.6 49,266 0.4 41,226 1.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 211,534 489,235 613,687

  (2) 出資金 258,445 250,042 32,900

  (3) 長期差入保証金 309,519 746,967 311,399

  (4) 繰延税金資産 12,587 ― ―

  (5) 保険積立金 36,532 36,638 42,385

  (6) 長期未収債権 ― 27,634 ―

  (7) その他 700 104,887 500

   (8)貸倒引当金 ― △27,634 ―

   投資その他の資産 
   合計

829,318 26.5 1,627,770 13.0 1,000,872 35.1

   固定資産合計 894,008 28.5 1,718,069 13.7 1,082,134 37.9

   資産合計 3,133,307 100.0 12,529,023 100.0 2,852,210 100.0



前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 営業未払金 69,263 22,334 61

 ２ 借入有価証券 ※１ 58,324 ― ―

 ３ 短期借入金 400,000 648,680 441,780

 ４ 一年内返済予定の 
   長期借入金

16,000 266,000 16,000

 ５ 一年内償還予定の 
   社債

20,000 20,000 20,000

 ６ 未払金 ― 360,045 48,248

 ７ 未払費用 ― 8,567 7,186

 ８ 未払法人税等 15,155 8,203 928

 ９ 預り証拠金 ― 3,923,726 ―

10 預り証拠金代用有価
証券

― 343,323 ―

11 外国為替取引預り証
拠金

― 2,032,867 ―

 12 賞与引当金 23,477 35,305 15,700

 13 インセンティブ 
   給引当金

9,680 6,663 5,152

 14 その他 78,192 101,482 6,231

    流動負債合計 690,094 22.0 7,777,200 62.1 561,289 19.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 60,000 40,000 50,000

 ２ 長期借入金 18,000 1,052,000 10,000

 ３ 繰延税金負債 ― 38,686 ―

 ４ 退職給付引当金 10,644 49,062 11,998

 ５ 役員退職慰労引当金 28,540 ― ―

 ６ 損害賠償引当金 ― 27,000 ―

    固定負債合計 117,184 3.8 1,206,748 9.6 71,998 2.5

Ⅲ 特別法上の準備金

 １ 商品取引責任準備金 ※６ ― 63,847 ―

特別法上の準備金
合計

― ― 63,847 0.5 ― ―

    負債合計 807,279 25.8 9,047,796 72.2 633,288 22.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,000,000 1,506,880 1,000,000

 ２ 資本剰余金 542,080 1,035,189 542,080

 ３ 利益剰余金 777,097 961,342 673,637

   株主資本合計 2,319,177 74.0 3,503,411 28.0 2,215,717 77.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

6,400 △20,769 3,687

 ２ 為替換算調整勘定 449 △1,415 △483

   評価・換算差額等 
   合計

6,849 0.2 △22,185 △0.2 3,204 0.1

   純資産合計 2,326,027 74.2 3,481,226 27.8 2,218,922 77.8

   負債純資産合計 3,133,307 100.0 12,529,023 100.0 2,852,210 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ 商品投資顧問業収益 62,327 52,826 114,285

 ２ 証券投資顧問業収益 25,474 18,130 43,103

 ３ ディーリング収益 515,450 474,760 810,281

 ４ 商品先物取引受託 
   収益

― 200,528 ―

 ５ 外国為替証拠金取引 
   収益

― 87,085 ―

 ６ 営業投資収益 △4,495 598,756 100.0 3,053 836,385 100.0 21,327 988,998 100.0

Ⅱ 営業費用 ※１ 536,231 89.6 1,394,579 166.7 1,004,041 101.5

営業利益又は営業損失
(△)

62,525 10.4 △558,194 △66.7 △15,043 △1.5

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 355 13,719 1,223

 ２ 業務受託収入 1,028 7,081 2,065

 ３ 為替差益 ― ― 499

 ４ その他 158 1,542 0.3 3,156 23,957 2.8 553 4,342 0.4

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 5,163 15,150 10,290

 ２ 為替差損 115 6,464 ―

 ３ 上場関連費用 17,394 ― 17,394

 ４ 借入手数料 ― 25,000 25,000

 ５ デューディリジェン 
   ス費用

― 4,800 16,817

 ６ その他 35 22,709 3.8 9,526 60,941 7.3 6,751 76,254 7.7

経常利益又は経常損失
(△)

41,358 6.9 △595,178 △71.2 △86,955 △8.8

Ⅴ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 ― 1,482 ―

 ２ 役員退職慰労引当金 
   取崩益

― ― 28,540

 ３ 商品取引責任準備金 
   戻入額

※２ ― 557,022 ―

 ４ 事業譲渡益 ※３ ― 712,383 ―

 ５ その他 ― ― ― 4,500 1,275,388 152.5 ― 28,540 2.9

Ⅵ 特別損失

 １ リース解約損 ― 85,188 ―

 ２ 特別退職金 ― 52,646 ―

 ３ 情報提供契約解約 
   損失

― 17,473 ―

 ４ その他 ― ― ― 13,221 168,529 20.1 ― ― ―

税金等調整前中間純利
益又は税金等調整前当
期純損失(△)

41,358 6.9 511,681  61.2 △58,415 △5.9

  法人税、住民税 
  及び事業税

2,064 1,253 1,804

  未払法人税戻入 ― ― 8,919

  過年度法人税、住民税 
  及び事業税

7,878 ― 6,869

  法人税等調整額 21,318 31,261 5.2 269,400 270,653 32.4 35,192 34,947 3.5

中間純利益又は当期純
損失(△)

10,096 1.7 241,027 28.8 △93,363 △9.4



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 594,500 244,500 915,984 1,754,984

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 405,500 297,580 ─ 703,080

 剰余金の配当（注） ─ ─ △148,983 △148,983

 中間純利益 ─ ─ 10,096 10,096

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

405,500 297,580 △138,886 564,193

平成18年９月30日残高(千円) 1,000,000 542,080 777,097 2,319,177

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 10,719 234 10,953 1,765,938

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 703,080

 剰余金の配当（注） ― ― ― △148,983

 中間純利益 ― ― ― 10,096

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△4,319 215 △4,104 △4,104

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△4,319 215 △4,104 560,089

平成18年９月30日残高(千円) 6,400 449 6,849 2,326,027

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,000,000 542,080 673,637 2,215,717

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 506,880 493,109 ― 999,989

 中間純利益 ― ― 241,027 241,027

 連結範囲の変動 ― ― 46,677 46,677

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

506,880 493,109 287,704 1,287,694

平成19年９月30日残高(千円) 1,506,880 1,035,189 961,342 3,503,411



 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 3,687 △483 3,204 2,218,922

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 999,989

 中間純利益 ― ― ― 241,027

 連結範囲の変動 ― ― ― 46,677

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△24,457 △932 △25,389 △25,389

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△24,457 △932 △25,389 1,262,304

平成19年９月30日残高(千円) △20,769 △1,415 △22,185 3,481,226

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 594,500 244,500 915,984 1,754,984

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 405,500 297,580 ─ 703,080

 剰余金の配当 ─ ─ △148,983 △148,983

 当期純損失 ─ ─ △93,363 △93,363

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─

連結会計年度中の変動額合計(千円) 405,500 297,580 △242,346 460,733

平成19年３月31日残高(千円) 1,000,000 542,080 673,637 2,215,717

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 10,719 234 10,953 1,765,938

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 703,080

 剰余金の配当 ― ― ― △148,983

 当期純損失 ― ― ― △93,363

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△7,032 △717 △7,749 △7,749

連結会計年度中の変動額合計(千円) △7,032 △717 △7,749 452,984

平成19年３月31日残高(千円) 3,687 △483 3,204 2,218,922



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

前中間連結会計期間 
 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
 

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純利益又は税金等 
  調整前当期純損失(△)

41,358 511,681 △58,415

  減価償却費 7,874 7,771 16,349

  のれん償却 ― 8,525 ―

  貸倒引当金の減少額 ― △1,482 ―

  賞与引当金の減少額 △ 17,718 △10,984 △25,487

  インセンティブ給引当金の増減額 
  （△は減少）

△ 10,413 1,510 △14,940

  退職給付引当金の増減額 
  （△は減少）

△ 1,086 △3,554 267

  役員退職慰労引当金の減少額 ― △2,691 △28,540

  損害賠償引当金の減少額 ― △8,500 ―

  商品取引責任準備金の減少額 ― △557,022 ―

  商品取引責任準備預金の減少額 ※１ ― 19,506 ―

  外国為替証拠金取引分別預金の増 
  加額

※１ ― △7,484 ―

  受取利息及び受取配当金 △ 2,378 △13,719 △4,382

  支払利息 5,472 15,150 10,290

  上場関連費用 17,394 ― 17,394

  事業譲渡益 ― △712,383 ―

  特別退職金 ― 52,646 ―

  有価証券の減少額 19,786 ― 287,177

  金銭の信託の減少額 ― 1,315,000 ―

  差入保証金の増減額(△は増加） △ 140,604 3,389,051 △121,637

  預託金の減少額 ― 300,000 ―

  未収入金の減少額 90,391 394,869 161,437

  たな卸資産の増加額 △ 114,296 ― ―

  投資有価証券の減少額 ― 200,000 ―

  出資金の減少額 37,211 ― 263,624

  借入有価証券の減少額 △ 63,814 ― △122,139

  預り証拠金の減少額 ― △3,392,866 ―

  外国為替取引預り証拠金の減少額 ― △1,110,296 ―

  委託者先物取引差金の減少額 ― △307,550 ―

  自己先物取引差金の増加額 ― 76,704 ―

  未払金の増減額（△は減少） 9,838 △288,727 △70,061

  未払費用の増減額（△は減少） △ 83,415 634 △87,566

  預り金の増減額（△は減少） △ 38 2,295 △226

  その他 △ 31,713 80,126 △40,687

   小計 △ 236,151 △41,792 182,491

  利息及び配当金の受取額 2,378 13,719 4,382

  利息の支払額 △ 5,947 △14,877 △10,372

  法人税等の還付額 ― 58,434 ―

  法人税等の支払額 △175,413 △764 △178,807

  特別退職金の支払額 ― △9,431 ―

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 415,134 5,288 △2,306



前中間連結会計期間 
 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
 

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形固定資産の取得による支出 △ 1,085 △1,024 △4,393

  無形固定資産の取得による支出 △ 7,400 △8,637 △30,920

  長期差入保証金の差入による支出 △ 786 △129,377 △2,655

  長期差入保証金の回収による収入 25,000 132,671 25,000

  保険積立金の積立による支出 △ 542 △661 △6,395

  投資有価証券の取得による支出 ─ △100,005 △410,000

  投資有価証券の売却による収入 ─ 17,000 ─

  連結範囲の変更を伴う子会社株式 
  取得による支出

─ △1,794,862 ─

  事業譲渡による収入 ─ 715,350 ─

  商品取引所加入金等 
  の差入による支出

─ △24,058 ─

  その他 ─ 17,429 ─

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

15,185 △1,176,175 △429,364

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入れによる収入 600,000 643,280 1,100,000

  短期借入金の返済による支出 △ 437,400 △486,380 △895,620

  長期借入れによる収入 ― 1,300,000 ―

  長期借入金の返済による支出 △ 13,000 △8,000 △21,000

  社債の償還による支出 △ 35,000 △10,000 △45,000

  株式の発行による収入 703,080 996,188 703,080

  上場関連に伴う支出 △ 17,394 ─ △17,394

  配当金の支払額 △ 148,983 ― △148,983

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

651,302 2,435,088 675,082

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 264 △954 △795

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 251,618 1,263,245 242,616

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 594,579 837,196 594,579

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 846,197 2,100,442 837,196



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関

する事項

(1)連結子会社の数 ２社

 連結子会社の名称

①Astmax USA, Ltd.

②Astmax Investment 

Ltd. 

(1)連結子会社の数 ５社

連結子会社の名称

①アストマックス・キャピ

タル株式会社

②アストマックス・フュー

チャーズ株式会社

③アストマックスFX株式会

社

④ASTMAX USA, LTD.

⑤ASTMAX INVESTMENT LTD.

 平成19年6月29日三井物産

フューチャーズ株式会社を

子会社化し、同日、商号変

更したアストマックス・フ

ューチャーズ株式会社及び

その子会社アストマックス

FX株式会社を新たに連結対

象としております。なお、

みなし取得日を当中間連結

会計期間期首としておりま

す。

(1)連結子会社の数 ３社 

 連結子会社の名称

①アストマックス・キャ

ピタル株式会社

②ASTMAX USA, LTD.

③ASTMAX INVESTMENT 

LTD. 

 アストマックス・キャピ

タル株式会社については、

当連結会計年度において新

たに設立したため連結の範

囲に含めております。

(2)非連結子会社名

Astmax Hub Fund Ltd.

（連結の範囲から除いた理

由）

 Astmax Hub Fund Ltd.は

ケイマン諸島籍の会社型投

資信託（ミューチュアル・

ファンド)として設立した会

社で、当社の子会社である

Astmax USA, Ltd.が議決権

の100％を保有しています

が、その資産はケイマンの

投 資 信 託 法（The  Mutual 

Funds Law of the Cayman 

Islands)に基づき信託財産

として外部に信託され分別

管理されており、投資家に

帰属する信託財産及び損益

を除いた会社に実質的に帰

属する総資産、営業収益、

当期純損益及び利益剰余金

等はいずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

(2)非連結子会社名

ASTMAX HUB FUND LTD.

（連結の範囲から除いた理

由）

 ASTMAX HUB FUND LTD.は

ケイマン諸島籍の会社型投

資信託（ミューチュアル・

ファンド)として設立した会

社で、当社の子会社である

ASTMAX USA, LTD.が議決権

の100％を保有しています

が、その資産はケイマンの

投 資 信 託 法（The  Mutual 

Funds Law of the Cayman 

Islands)に基づき信託財産

として外部に信託され分別

管理されており、投資家に

帰属する信託財産及び損益

を除いた会社に実質的に帰

属する総資産、営業収益、

当期純損益及び利益剰余金

等はいずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

(2)非連結子会社名

ASTMAX HUB FUND LTD.

（連結の範囲から除いた理

由）

 ASTMAX HUB FUND LTD.は

英領ケイマン諸島籍の会社

型投資信託（ミューチュア

ル・ファンド)として設立し

た会社で、当社の子会社で

ある ASTMAX USA, LTD. が

議決権の100％を保有してい

ますが、その資産はケイマ

ン の 投 資 信 託 法（The 

Mutual Funds  Law  of  the 

Cayman Islands)に基づき信

託財産として外部に信託さ

れ分別管理されており、投

資家に帰属する信託財産及

び損益を除いた会社に実質

的に帰属する総資産、営業

収益、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。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 なお、当該子会社は英領

ケイマン諸島の抹消登記手

続きを完了し、平成19年6月

29日付をもって抹消されま

した。

 なお、当該子会社は英領

ケイマン諸島の抹消登記手

続きを完了し、平成19年6月

29日付をもって抹消される

予定であります。

２ 持分法の適用に

関する事項

該当事項はありません。  同左  同左

３ 連結子会社の中

間決算日(事業年

度)等に関する事

項

連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日と一致して

おります。

 同左 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

①有価証券 

a 売買目的有価証券 

 時価法

①有価証券 

a 売買目的有価証券 

 ――――――――――

①有価証券 

a 売買目的有価証券 

 時価法

b その他有価証券

時価のあるもの

 中間決算期末の市場価

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

は先入先出法にて算定)

b その他有価証券

時価のあるもの

 中間決算期末の市場価

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)

時価のないもの

 移動平均法による原価

法

b その他有価証券

時価のあるもの

 決算期末の市場価格等

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、売却原価は先

入先出法にて算定)

時価のないもの

 先入先出法による原価

法

（会計方針の変更）

 従来、その他有価証券で

時価のあるものの評価方法

については、先入先出法に

よる時価法を、時価のない

ものの評価方法について

は、先入先出法による原価

法を採用しておりました

が、取引の実態をより適切

に反映させるため、当中間

連結会計期間からそれぞれ

移動平均法による時価法、

移動平均法による原価法に

よることとしました。な

お、当該変更による中間連

結財務諸表への影響はござ

いません。

②デリバティブ 

 時価法

②デリバティブ 

 同左

②デリバティブ 

 同左

③たな卸資産 

 商品 

 移動平均法による低価法

③たな卸資産 

 ――――――――――

③たな卸資産 

 商品 

 移動平均法による低価法



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償

却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産 

 当社は定率法によってお

ります。 

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物付

属設備は除く)については、

定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物     ６～15年 

 器具備品   ４～15年

①有形固定資産 

 定率法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物     ６～15年 

 器具備品   ４～20年 

 

①有形固定資産 

 定率法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物     ６～15年 

 器具備品   ４～15年

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得

税法等の一部を改正する法

律 平成19年3月30日 法律

第6号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令

平成19年3月30日 政令第83

号））に伴い、当中間連結

会計期間から、平成19年4月

1日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更してお

ります。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。

（追加情報） 

 当中間連結会計期間か

ら、平成19年3月31日以前に

取得したものについては、

償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から5年間で均

等償却する方法によってお

ります。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。

②無形固定資産 

 当社は定額法によってお

ります。 

 ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によって

おります。

②無形固定資産

 定額法によっておりま

す。

 ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によって

おります。

②無形固定資産 

 当社は定額法によってお

ります。 

 ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によって

おります。

③長期前払費用 

 ──────────

③長期前払費用 

 定額法によっておりま

す。

③長期前払費用 

 ──────────



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 重要な引当金

の計上基準

①貸倒引当金 

 ──────────

①貸倒引当金 

 貸倒懸念債権等特定の債

権について個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①貸倒引当金 

 ──────────

②賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込み額のうち当中間期の

負担額を計上しておりま

す。

②賞与引当金 

 同左

②賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込み額のうち当期の負担

額を計上しております。

③インセンティブ給引当金 

 専門職従業員(ディーラー

等)に対する支給に備えるた

め、将来の支給見込み額の

うち当中間期の負担額を計

上しております。

③インセンティブ給引当金 

 同左

③インセンティブ給引当金 

 専門職従業員(ディーラー

等)に対する支給に備えるた

め、将来の支給見込み額の

うち当期の負担額を計上し

ております。

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当中間期末に於け

る退職給付債務の見込み額

に基づき計上しておりま

す。

④退職給付引当金 

 同左

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当期末に於ける退

職給付債務の見込み額に基

づき計上しております。

⑤役員退職慰労引当金 

 当社は平成14年３月31日

をもって役員退職慰労金制

度を廃止いたしました。そ

の時点での要支払額のう

ち、将来退職時に支払うべ

き金額を役員退職慰労引当

金として計上しておりま

す。

⑤役員退職慰労引当金 

 ――――――――――

⑤役員退職慰労引当金 

 当社は平成14年３月31日

をもって役員退職慰労金制

度を廃止いたしました。そ

の時点での要支払額のう

ち、将来退職時に支払うべ

き金額を役員退職慰労引当

金として計上しておりまし

たが、平成19年3月22日の取

締役会において、該当役員

の辞退の申し出を受けて、

役員退職慰労金の支払いを

行わないことを決議したた

め役員退職慰労引当金を取

り崩しました。

⑥損害賠償引当金 

 ――――――――――

⑥損害賠償引当金 

 損害賠償金の支払いに備

えるため、支払い見込額を

計上しております。

⑥損害賠償引当金 

 ――――――――――

⑦商品取引責任準備金 

 ――――――――――

⑦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、商品取

引所法第221条の規定に基づ

き、同法施行規則に定める

額を計上しております。

⑦商品取引責任準備金 

 ――――――――――



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 重要なリース

取引の処理方

法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

以外のファイナンス・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。

 同左  同左

(5) 重要なヘッジ

会計の方法

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては

特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を

採用しております。

①ヘッジ会計の方法 

 同左

①ヘッジ会計の方法 

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

 金利スワップ

(ヘッジ対象)

  借入金の利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左

③ヘッジ方針 

 当社グループは、借入金

の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象

の識別は個別契約ごとに行

っております。

③ヘッジ方針 

 同左

③ヘッジ方針 

 同左

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の判定を省略し

ます。

④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 

(6) その他中間連

結財務諸表(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、税抜方式によ

っております。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺してお

ります。

消費税等の会計処理 

 同左

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、税抜方式によ

っております。

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書(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

満期日又は償還日の到来す

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

資であります。

 同左  同左



中間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 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。  

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,326,027千円でありま

す。  

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

につきましては、中間連結財務諸表

規則の改正により、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

 ―――――――――――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。  

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,218,922千円でありま

す。  

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部につきま

しては、連結財務諸表規則の改正に

より、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 

 

※１ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

   担保に供している資産

 有価証券 63,987千円

   債務

 借入有価証券 58,324千円

上記は信用取引の担保に供して

おります。

 

 １ 担保資産

 連結子会社の金融機関からの借入
金に対して担保に供しているもの
は、次のとおりであります。
担保に供している資産
提出会社の保有する
連結子会社株式

116,000千円

※１ 

   ――――――――――――

※２ 

   ――――――――――――

※２

   ――――――――――――

※２ 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)
0千円

※３ 

   ――――――――――――

※３ 預託資産

 取引証拠金の代用として、株式会
社日本商品清算機構に預託している
資産は、次のとおりであります。

保管有価証券 343,323千円

※３ 

   ――――――――――――

 ４ 

   ――――――――――――

 ４ 分離保管資産

 商品取引所法施行規則第98条第1
項第4号に基づく委託者保護基金代
位弁済契約保証額は、500,000千円
であります。なお、同法第210条に
基づき、連結子会社が分離保管しな
ければならない委託者資産保全対象
財産はございません。

 ４ 

   ――――――――――――

※５ 

   ――――――――――――

※５ 分別管理資産

 金融商品取引法第43条の3及び金
融商品取引業等に関する内閣府令第
143条並びに第145条の規定に基づい
て所定の金融機関に分別管理してい
る資産は、次のとおりであります。

現金及び預金 46,532千円

金銭の信託 1,850,000千円

差入保証金 136,334千円

合計 2,032,867千円

※５ 

   ――――――――――――

※６ 

   ――――――――――――

※６ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、次のと

おりであります。

商品取引責任準備金

商品取引所法第221条

※６ 

   ――――――――――――



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 ※１ 営業費用の主なもの

商品取引所 
定率会費

96,827千円

役員報酬 66,259千円

給料手当 104,174千円

賞与 2,736千円

賞与引当金繰入額 23,477千円

インセンティブ給 50,117千円

法定福利費 20,231千円

退職給付費用 7,042千円

地代家賃 30,759千円

減価償却費 7,874千円

入会金償却 199千円

 

※１ 営業費用の主なもの

商品取引所 
定率会費

191,246千円

役員報酬 74,014千円

給料手当 331,342千円

賞与 4,785千円

賞与引当金繰入額 33,137千円

インセンティブ給 61,964千円

インセンティブ給
引当金繰入額

6,663千円

法定福利費 48,083千円

退職給付費用 5,910千円

地代家賃 86,804千円

減価償却費 16,201千円

のれん償却 8,525千円
 

※１ 営業費用の主なもの

商品取引所
定率会費

145,464千円

役員報酬 136,054千円

給料手当 208,101千円

賞与 25,157千円

賞与引当金繰入額 15,700千円

インセンティブ給 62,990千円

インセンティブ給 
引当金繰入額

5,152千円

法定福利費 37,668千円

退職給付費用 13,357千円

地代家賃 62,342千円

減価償却費 16,349千円

入会金償却 400千円

※２ 

   ――――――――――――

※２ 平成19年9月30日に日本商品先
物取引協会の定める「商品取引責
任準備金の積立て等に関する規
則」の改定が行われたことに伴
い、アストマックス・フューチャ
ーズ株式会社において商品取引所
法第221条第1項の規定により商品
取引事故による損失に備えるため
積み立てている商品取引責任準備
金を取り崩したものです。

※２

   ――――――――――――

※３ 

   ――――――――――――

※３ 平成19年9月28日にアストマッ
クス・フューチャーズ株式会社の
インターネット取引による商品先
物取引受託事業をドットコモディ
ティ株式会社に譲渡したもので
す。

※３

   ――――――――――――



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(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。 

  新株の発行による増加 8,400株 

  
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

旧商法第1回、第2回、第3回ストックオプションの減少は取得者の退職による消滅によるものです。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 
  
  
  
当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(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。 

  新株の発行による増加 16,896株 

  

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 93,700 8,400 ― 102,100

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) 当中間連結会計
期間末残高 
(千円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

旧商法第1回ストッ
クオプション

普通株式 4,050 ― 250 3,800 ─

旧商法第2回ストッ
クオプション

普通株式 1,060 ― 80 980 ─

旧商法第3回ストッ
クオプション

普通株式 740 ― 120 620 ─

合計 5,850 ― 450 5,400 ─

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18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 148,983 1,590 平成18年３月31日 平成18年６月29日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 102,100 16,896 ― 118,996



３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

旧商法第1回、第2回、第3回ストックオプションの減少は取得者の退職による消滅によるものです。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(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。 

  新株の発行による増加 8,400株 

  
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

旧商法第1回、第2回、第3回ストックオプションの減少は取得者の退職による消滅によるものです。 

  

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。 

  

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) 当中間連結会計
年度末残高 
(千円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

旧商法第1回ストッ
クオプション

普通株式 3,550 ― 200 3,350 ─

旧商法第2回ストッ
クオプション

普通株式 730 ― 50 680 ─

旧商法第3回ストッ
クオプション

普通株式 520 ― 60 460 ─

合計 4,800 ― 310 4,490 ─

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) 93,700 8,400 ― 102,100

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

旧商法第1回ストッ
クオプション

普通株式 4,050 ― 500 3,550 ─

旧商法第2回ストッ
クオプション

普通株式 1,060 ― 330 730 ─

旧商法第3回ストッ
クオプション

普通株式 740 ― 220 520 ─

合計 5,850 ― 1,050 4,800 ─

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18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 148,983 1,590 平成18年３月31日 平成18年６月29日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目と金額の関

係

現金及び預金 846,197千円

現金及び現金同等物 846,197千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目と金額の関

係

現金及び預金 2,767,845千円

商品取引責任準備預
金

△620,870千円

外国為替証拠金取引
分別保管預金

△46,532千円

現金及び現金同等物 2,100,442千円

 

※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

ている科目と金額の関係

現金及び預金 837,196千円

現金及び現金同等物 837,196千円



次へ 

(リース取引関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 

（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 

（千円）

中間期末 
残高相当額 
（千円）

有形固定資産 
(器具備品)

20,858 13,776 7,082

合計 20,858 13,776 7,082

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 

（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 

（千円）

中間期末 
残高相当額 
（千円）

有形固定資産 
(建物付属設
備)

4,207 771 3,436

有形固定資産 
(器具備品)

41,469 15,960 25,508

無形固定資産 
(ソフトウェ
ア)

327,333 139,176 188,156

合計 373,010 155,908 217,102

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(借主側）

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額 
相当額 

（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 

（千円）

期末 
残高相当額 
（千円）

有形固定資産
(器具備品)

17,246 13,798 3,448

合計 17,246 13,798 3,448

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 2,520千円

１年超 4,688千円

合計 7,208千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 71,564千円

１年超 149,476千円

合計 221,041千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,395千円

１年超 2,090千円

合計 3,485千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,465千円

減価償却費相当額 2,365千円

支払利息相当額 76千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 69,085千円

減価償却費相当額 63,620千円

支払利息相当額 5,049千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 3,408千円

減価償却費相当額 3,284千円

支払利息相当額 112千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

 同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 リース料相当額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法 

  同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 同左



次へ 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 差額のうち、4,613千円は繰延税金負債であります。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ その他有価証券で時価評価されていないもの 

 
  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

区分
取得原価
(千円)

中間連結決算日における
中間連結貸借対照表計上

額(千円)

差額 
(千円)

中間連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 200,000 211,534 11,534

合計 200,000 211,534 11,534

区分
取得原価
(千円)

中間連結決算日における
中間連結貸借対照表計上

額(千円)

差額 
(千円)

中間連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 210,000 212,270 2,270

小計 210,000 212,270 2,270

中間連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 200,000 176,960 △23,040

小計 200,000 176,960 △23,040

合計 410,000 389,230 △20,769

区分 中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額(千円)

  非上場株式 100,005

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 410,000 413,906 3,906

小計 410,000 413,906 3,906

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 200,000 199,781 △218

小計 200,000 199,781 △218

合計 610,000 613,687 3,687



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日） 

１ 株式関連 

 
(注)１ 時価の算定方法 

 各取引所における最終約定値段であります。 

  ２ オプション取引の契約額等の（ ）内の金額はオプション料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

２ 商品関連 

 
(注)１ 時価の算定方法 

 各取引所における最終約定値段であります。 

  ２ オプション取引の契約額等の（ ）内の金額はオプション料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

３ 金利関連 

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日） 

１ 債券関連 

 
(注) 時価の算定方法 

各取引所における最終約定値段であります。 

種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１年超

(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

オプション取引

コール 3,284

(オプション料） (46) ― 76 △30

プット 158,946

(オプション料） (1,736) ― 1,018 718

合計 ― ― ― 687

種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１年超

(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

オプション取引

コール 17,159

(オプション料） (6,110) ― 1,670 4,439

先物取引

貴金属市場

売建 1,953,814 ― 1,954,119 △305

買建 1,807,142 ― 1,841,273 34,131

石油市場

売建 116,532 ― 100,501 16,031

買建 118,181 ― 104,697 △13,485

ゴム市場

売建 63,367 ― 62,978 390

買建 63,008 ― 63,042 34

合計 ― ― ― 41,235

区分 種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１

年超(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引

先物取引

 日本国債

売建 404,820 ― 404,820 0

合計 ― ― ― 0



２ 商品関連 

 
(注)１ 時価の算定方法 

 市場取引につきましては、各取引所における最終約定値段であります。 

 市場取引以外の取引につきましては、ブローカーが提示した値段もしくは情報提供会社が提供している値段

に依拠して算定しております。 

  ２ オプション取引の契約額等の（ ）内の金額はオプション料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

区分 種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１

年超(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引

オプション取引

貴金属市場

売建

コール
340,607
(172)

― 230 △58

石油市場

売建

コール
3,820,225
(2,474)

― 1,469 1,004

プット
422,583
(487)

― 438 48

買建

コール
39,256
(557)

― 392 △164

天然ガス市場

売建

コール
3,803,252
(2,158)

― 554 1,604

農産物市場

売建

コール
1,848,803
(1,541)

― 805 736

先物取引

貴金属市場

売建 4,420,671 ― 4,516,510 △95,838

買建 4,888,289 ― 4,964,673 76,384

アルミ市場

売建 102,017 ― 102,810 △793

買建 5,926 ― 5,936 9

石油市場

売建 2,157,993 ― 2,201,374 △43,380

買建 2,076,729 ― 2,138,495 61,766

ゴム市場

売建 735,054 ― 740,263 △5,208

買建 730,869 ― 740,545 9,675

農産物市場
売建 1,733,797 ― 1,822,571 △88,773

買建 1,772,606 ― 1,803,637 31,031

市場取引以
外の取引

先渡取引

貴金属
売建 1,270,741 ― 1,277,795 △7,054

買建 847,360 ― 851,863 4,502

アルミ

売建 445,891 ― 420,356 25,534

買建 540,699 ― 514,467 △26,231

合計 ― ― ― △55,204



前へ   次へ 

３ 通貨関連 

 
(注) 時価の算定方法 

各取引所における最終約定値段であります。 

４ 金利関連 

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

  

区分 種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１

年超(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引

先物取引

 米ドル

買建 164,334 ― 165,051 △717

売建 1,270,680 ― 1,269,627 △1,053

合計 ― ― ― △1,770



前連結会計年度末(平成19年３月31日） 

１ 商品関連 

 
(注)１ 時価の算定方法 

 各取引所における最終約定値段であります。 

  ２ オプション取引の契約額等の（ ）内の金額はオプション料であり、それに対応する時価及び評価損益を記

載しております。 

２ 通貨関連 

 
(注) 時価の算定方法 

各取引所における最終約定値段であります。 

区分 種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１

年超(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引

オプション取引

石油市場

買建

プット
94

(23)
― 23 0

先物取引

貴金属市場

売建 2,674,480 ― 2,689,502 △15,022

買建 2,615,414 ― 2,639,629 24,214

石油市場

売建 278,212 ― 284,708 △6,496

買建 281,944 ― 289,533 7,588

ゴム市場

売建 510,790 ― 510,465 325

買建 491,106 ― 490,977 △129

先渡取引

貴金属市場

売建 ― ― ― ―

買建 39,218 ― 39,159 △59

合計 ― ― ― 10,421

区分 種類 契約額等(千円）
契約額等のうち１

年超(千円)
時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引

先物取引

米ドル

売建 317,208 ― 317,382 △173

合計 ― ― ― △173



３ 金利関連 

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年1月21日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 4
当社従業員 8 
当社子会社従業員 1

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 3,550

付与日 平成16年2月12日

権利確定条件

①上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場される
までは、新株予約権を行使できない。 
②権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位
にあることを要する。 
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。 
④その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約
書」による。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間
平成18年2月1日
～平成24年7月31日

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 4
当社従業員 8 
当社子会社従業員 1

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 730

付与日 平成17年1月14日

権利確定条件

①上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場される
までは、新株予約権を行使できない。 
②権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位
にあることを要する。 
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。 
④その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約
書」による。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間
平成18年7月1日
～平成24年7月31日



前へ 

  

 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

 
② 単価情報 

 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 4
当社従業員 8 
当社子会社従業員 1

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 520

付与日 平成17年6月24日

権利確定条件

①上記行使期間にかかわらず、当社が日本国内の証券取引所に上場される
までは、新株予約権を行使できない。 
②権利行使時において当社または当社子会社の取締役および従業員の地位
にあることを要する。 
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。 
④その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権付与契約
書」による。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間
平成18年7月1日
～平成24年7月31日

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年1月21日 平成16年6月25日 平成16年6月25日

権利確定前

 期首(株) ─ ─ ─

 付与(株) ─ ─ ─

 失効(株) ─ ─ ─

 権利確定(株) ─ ─ ─

 未確定残(株) ─ ─ ─

権利確定後

 期首(株) 4,050 1,060 740

 権利確定(株) ─ ─ ─

 権利行使(株) ─ ─ ─

 失効(株) 500 330 220

 未行使残(株) 3,550 730 520

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年1月21日 平成16年6月25日 平成16年6月25日

権利行使価格(円) 30,000 30,000 30,000

行使時平均株価(円) ─ ─ ─

付与日における公正な 
評価単価（円）

─ ─ ─



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の概要 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用の主なものは、商品投資顧問事業から営業投資事業

への支払手数料17,906千円であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の概要 

商品投資 
顧問事業 
(千円)

証券投資 
顧問事業 
(千円)

ディーリン
グ事業 
(千円)

営業投資
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

62,327 25,474 515,450 △4,495 598,756 ― 598,756

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

― ― ― 17,906 17,906 (17,906) ―

計 62,327 25,474 515,450 13,411 616,663 (17,906) 598,756

営業費用 103,140 63,517 275,142 112,338 554,138 (17,906) 536,231

営業利益
又は営業損失(△)

△40,812 △38,042 240,307 △98,926 62,525 ― 62,525

(1)商品投資顧問事業…… 顧客との商品投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業

(2)証券投資顧問事業…… 顧客との証券投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業、及び当
社企業グループが運用するファンドと他社が運用するヘッジファンドを選定し組み
合わせたポートフォリオを提案し、報酬を得る事業

(3)ディーリング事業…… 商品先物市場で自己資金を使用して売買し収益を上げる事業

(4)営業投資事業………… 当社運用ファンドに当社資金を投資して収益を上げる事業と自己資金での証券への
投資により収益を上げる事業

商品投資 
顧問事業 
(千円)

証券投資 
顧問事業 
(千円)

ディーリ
ング事業 
(千円)

商品先物
取引受託
事業 
(千円)

外国為替
証拠金取
引事業 
(千円)

営業投資
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ営業損益

 営業収益

(1)外部顧客に対す
る営業収益

52,826 18,130 474,760 200,528 87,085 3,053 836,385 ― 836,385

(2) セグメント間の
内部営業収益又
は振替高

― ― ― ― ― 15,388 15,388 (15,388) ―

計 52,826 18,130 474,760 200,528 87,085 18,441 851,773 (15,388) 836,385

営業費用 128,010 61,979 720,820 338,319 87,206 69,483 1,405,821 (11,241) 1,394,579

営業損失 75,183 43,849 246,059 137,791 121 51,041 554,047 (4,146) 558,194

(1)商品投資顧問事業…………… 顧客との商品投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業

(2)証券投資顧問事業…………… 顧客との証券投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事
業、及び当社企業グループが運用するファンドと他社が運用するヘッジフ
ァンドを選定し組み合わせたポートフォリオを提案し、報酬を得る事業

(3)ディーリング事業…………… 商品先物市場で自己資金を使用して売買し収益を上げる事業

(4)商品先物取引受託事業……… 顧客の商品先物取引を受託し手数料を得る事業

(5)外国為替証拠金取引事業…… 顧客の外国為替証拠金取引を取り次ぎ手数料を得る事業

(6)営業投資事業………………… 当社運用ファンドに当社資金を投資して収益を上げる事業と自己資金での
証券への投資により収益を上げる事業



３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用の主なものは、商品投資顧問事業及び証券投資顧問

事業から営業投資事業への支払手数料15,388千円、全社費用10,446千円、外国為替証拠金取引事業から商品

先物取引受託事業及びディーリング事業への業務委託料6,300千円であります。 

４ 事業区分の追加 

 当中間連結会計期間より子会社となったアストマックス・フューチャーズ株式会社及びアストマックスFX株

式会社を連結の範囲に含めたことにより、アストマックス・フューチャーズ株式会社が行っている「商品先物

取引受託事業」及びアストマックスFX株式会社が行っている「外国為替証拠金取引事業」を事業区分に追加し

ました。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の概要 

(1)商品投資顧問事業……顧客との商品投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業 

(2)証券投資顧問事業……顧客との証券投資顧問契約に基づき、顧客資産を運用し、報酬を得る事業 

(3)ディーリング事業……商品先物市場で自己資金を使用して売買し収益を上げる事業 

(4)営業投資事業…………当社運用ファンドに当社資金を投資して収益を上げる事業、並びに証券市場で自己

資金を使用して売買し収益を上げる事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用は、商品投資顧問事業及び証券投資顧問事業から営

業投資事業への支払手数料32,435千円、及び子会社からの管理業務受託収入3,519千円であります。 

  

商品投資 
顧問事業 
(千円)

証券投資 
顧問事業 
(千円)

ディー
リング事業
(千円)

営業投資
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 営業収益及び営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

114,285 43,103 810,281 21,327 988,998 ― 988,998

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

― ― ― 32,435 32,435 (32,435) ―

計 114,285 43,103 810,281 53,762 1,021,433 (32,435) 988,998

営業費用 197,263 124,379 476,801 234,511 1,032,956 (28,915) 1,004,041

営業利益又は
営業損失(△)

△82,978 △81,276 333,479 △180,748 △11,523 (3,519) △15,043



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用の主なものは、当社の子会社に対する運用助言業務

に関する報酬3,319千円、子会社の当社に対する運用業務および情報提供に関する報酬2,999千円でありま

す。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しています。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ その他の地域の区分に属する主な国又は地域 

 その他の地域…………英国 

なお、平成19年3月にASTMAX USA, LTD.のロンドン支店を開設したため、その他の地域が当連結会計年度よ

り区分されております。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた営業費用は、当社の子会社への顧客資産運用業務の米国時間

における管理業務に関する業務委託費用5,005千円、子会社から当社への顧客資産運用業務に係る管理事務

業務及びマーケティング業務に関する業務委託報酬6,520千円、子会社から当社への投資顧問報酬4,413千円

であります。 

  

日本 
(千円)

米国
(千円)

ケイマン諸島
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

616,183 16,323 △ 33,749 598,756 ─ 598,756

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

23,302 3,319 ― 26,621 (26,621) ―

計 639,485 19,642 △ 33,749 625,378 (26,621) 598,756

営業費用 526,150 16,380 20 542,551 (6,319) 536,231

営業利益又は 
  営業損失(△)

113,335 3,262 △ 33,770 82,827 (20,301) 62,525

日本 
(千円)

米国 
(千円)

ケイマン
諸島 
(千円)

その他の
地域 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 営業収益及び営業損益

  営業収益

(1) 外部顧客に 
  対する営業収益

991,111 23,547 △25,660 ― 988,998 ― 988,998

(2) セグメント間の内部 
  営業収益又は振替高

29,147 6,520 ― ― 35,668 (35,668) ―

計 1,020,259 30,067 △25,660 ― 1,024,666 (35,668) 988,998

営業費用 983,703 28,335 5,533 2,408 1,019,980 (15,939) 1,004,041

営業利益又は 
営業損失(△)

36,555 1,732 △31,193 △2,408 4,685 (19,728) △15,043



【海外営業収益】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ その他の区分に属する主な国又は地域 …… 香港 

３ 海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ その他の区分に属する主な国又は地域 …… イギリス、オーストラリア 

３ 海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

４ 地域区分の追加 

 従来、「その他」に含めて表示しておりました「シンガポール」への営業収益は、その重要性が増したため

当中間連結会計期間より地域区分に追加しました。なお、前中間連結会計期間には「シンガポール」への営業

収益はございませんでした。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ その他の区分に属する主な国又は地域……シンガポール、香港 

３ 海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

米国 ケイマン諸島 その他 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 18,516 59,960 △2,614 75,863

Ⅱ 連結営業収益(千円) ─ ─ ─ 598,756

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

3.09 10.01 △0.44 12.67

米国 ケイマン諸島 シンガポール その他 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) △7,478 68,307 △123,439 1,551 △61,059

Ⅱ 連結営業収益(千円) ─ ─ ─ ─ 836,385

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

△0.89 8.17 △14.76 0.19 △7.30

米国 ケイマン諸島 その他 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 24,864 130,106 8,739 163,711

Ⅱ 連結営業収益(千円) ─ ─ ─ 988,998

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

2.51 13.16 0.88 16.55



(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む

事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

名称：ドットコモディティ株式会社 

事業の内容：インターネット取引による商品先物取引受託業務 

(2) 事業分離を行った主な理由 

主要事業のひとつであるディーリング事業への経営資源の集中を図る必要があるとの判断から事業譲

渡を行ないました。 

(3) 事業分離日 

平成19年９月28日 

(4) 法的形式を含む事業分離の概要 

アストマックス・フューチャーズ株式会社を分離元企業とし、ドットコモディティ株式会社を分離先

企業とする事業譲渡を実施しました。 

  

２．実施した会計処理の概要 

(1) 移転損益の額 712,383千円（利益） 

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な仕訳 

 
  

３．事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

商品先物取引受託事業 

  

４．当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

 
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

資産項目 金額(千円) 負債項目 金額(千円)

流動資産 4,306,297 流動負債 4,306,297

合計 4,306,297 合計 4,306,297

金額(千円)

営業収益 167,875

営業利益 △25,639

経常利益 △20,660



(１株当たり情報) 

 
(注) １株当たり中間純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上

の基礎 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 22,781円86銭 １株当たり純資産額 29,254円99銭 １株当たり純資産額 21,732円83銭

１株当たり中間純利益

金額
102円58銭

１株当たり中間純利益

金額
2,124円41銭

１株当たり当期純損失

金額
931円23銭

 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
100円01銭

 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
2,086円09銭

 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

式は存在しますが１株当たり当期純

損失であるため記載しておりませ

ん。

 

 

 当社は、平成17年10月25日付で株

式１株につき10株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間連結

会計期間における１株当たり情報に

ついては、以下のとおりでありま

す。

１株当たり純資産額 15,923円33銭

１株当たり中間純利益

金額
2,396円54銭

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

中間連結損益計算書上の中間純利
益又は当期純損失(△)(千円)

10,096 241,027 △93,363

普通株式に係る中間純利益又は当
期純損失(△)(千円)

10,096 241,027 △93,363

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 98,428 113,456 100,259

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期）純利益の算定に用いられた普
通株式増加数の内訳(株) 
 新株予約権 2,522 2,084 ―

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

― ―

平成16年１月21日臨 
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権 355個) 
普通株式 3,550株 
平成16年６月25日定 
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権  73個) 
普通株式  730株 
平成16年６月25日定 
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権  52個) 
普通株式  520株



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

新株式の発行 

平成19年11月15日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成19年11月

30日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成19年11月30日付で資本金は1,720,000千円、発行済株式総数は127,996株となって

おります。 

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．新株式の発行 

 平成19年５月15日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成19年５月

31日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成19年５月31日付で資本金は1,506,880千円、発行済株式総数は118,996株となって

おります。 

 
  

（１） 募集方法 ：第三者割当

（２） 発行新株式数 ：普通株式 9,000株

（３） 発行価額 ：１株につき 47,009円

（４） 発行価額の総額 ：423,081千円

（５） 資本組入額 ：１株につき 23,680円

（６） 資本組入額の総額 ：213,120千円

（７） 申込期日 ：平成19年11月30日

（８） 払込期日 ：平成19年11月30日

（９） 新株券交付日 ：株券不発行

（１０）割当先及び割当株式数 ：伊藤忠商事株式会社 9,000株

（１１）資金の使途 ：借入金の返済及び当社運用投資信託・ファンドへ
の自己投資

（１） 募集方法 ：第三者割当

（２） 発行新株式数 ：普通株式 16,896株

（３） 発行価額 ：１株につき 59,185円

（４） 発行価額の総額 ：999,989千円

（５） 資本組入額 ：１株につき 30,000円

（６） 資本組入額の総額 ：506,880千円

（７） 申込期日 ：平成19年５月31日

（８） 払込期日 ：平成19年５月31日

（９） 新株券交付日 ：株券不発行

（１０）割当先及び割当株式数 ：株式会社大和証券グループ本社 16,896株

（１１）資金の使途 ：当社は三井物産フューチャーズ株式会社を平成19年6
月29日までに買収する予定ですが、その買収資金の
一部に充当させる予定です。



２．新株予約権 

 平成19年６月27日開催の定時株主総会において、当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員

に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行することを決議い

たしました。 

 その概略は以下のとおりであります。 

   

１．新株予約権の割当対象者 

 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 

２．新株予約権を発行する理由 

 当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員の意欲や士気を高め、収益の向上及び企業価値の

増大を図ることを目的として金銭の払込みを要することなく新株予約権を発行するものでありま

す。 

３．新株予約権発行の要領 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株

式の数は１株とする。 

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる

株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる

ものとする。 

 
 上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、株式数の変更を必要とするやむを得ない事

由が生じた時は、合理的な範囲で、必要な調整を行うことができるものとする。 

（２）新株予約権の総数 

 1,000個を上限とする。 

（３） 新株予約権と引き換えに払込む金銭 

 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない。 

（４） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により

交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に当該

新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）

のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金

額（１円未満の端数は切り上げる。）とする。 

 ただし、その金額が新株予約権の割当日の前日の終値（取引がない場合は、その日に先立つ

直近日の終値）を下回った場合には、当該終値を行使価額とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数を切り上げる。 

 
 また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率



の行使より新株式を発行する場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
 上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とする。やむを得な

い事由が生じた時は、合理的な範囲で、行使価額は適正に調整されるものとする。 

（５） 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規

則第40条第1項に従い算出される資本金等限度額に２分の１を乗じた額（１円未満の端数を切

り上げる。）とする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①

記載の資本金等限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

（６） 新株予約権を行使することができる期間 

 平成21年6月27日から平成24年6月26日とする。 

（７） 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は権利行使時においても当社の取締役、監査役、従業員または子会社取締

役、監査役、従業員のいずれかの地位であることを要す。 

② 新株予約権の譲渡、質入れその他担保設定及び相続は認めない。 

③ その他新株予約権の割当に関する条件については、第15期定時株主総会決議及び新株予約

権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する契約に

定める。 

（８） 譲渡による新株予約権の取得条件 

 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 

（９）新株予約権の取得条項 

 新株予約権者が上記（７）①の条件を満たさなくなった場合、その他の理由の如何を問わず

権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取

得できる。 

（１０）組織再編等に伴う取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又

は株式移転（これらを総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再

編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の

新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第２３６条第１項第８号イからホまでに

掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞ

れ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株

予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行
(処分）株式数

×
１株当たりの
払込金額

新規発行(処分）前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行(処分）株式数



のとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（１）に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（４）に準じて決定する。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

 上記（６）に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の

効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記（６）に定める残存新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

 上記（５）に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧ 新株予約権の取得条項 

 上記（９）に準じて決定する。 

⑨ その他の新株予約権の行使の条件 

 上記（７）に準じて決定する。 

  



(2) 【その他】 

平成19年12月19日開催の取締役会において、第15期定時株主総会で承認されました「当社従業員並び

に当社子会社取締役および従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する件」につ

いて、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしました。 

 その概略は以下のとおりであります。 

  

会社名 提出会社

新株予約権の発行日 平成19年12月21日

新株予約権の発行数
483個 
(各新株予約権1個当たりの株式数1株)

新株予約権の発行価額 金銭の払込みを要しない

新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 483株

新株予約権の行使に際しての払込金額

1株につき 43,013円
各新株予約権１個当りの行使に際して出資される財産の価額は、新株予
約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に当該新株予約権の目的である株式の
数を乗じた金額とする。 
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立
しない日を除く。）のジャスダック証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上
げる。）とする。ただし、その金額が新株予約権の割当日の前日の終値
（取引がない場合は、その日に先立つ直近日の終値）を下回った場合に
は、当該終値を行使価額とする。

新株予約権の行使により発行する株式の
発行価額の総額

20,775,279円
（上記払込金額に483を乗じた金額）

新株予約権の行使期間
平成21年6月27日より平成24年6月26日

尚、割当対象者との個別の新株予約権割当契約において行使期間を平成
21年12月22日より平成24年6月26日までとする特約を設けております。

新株予約権により新株を発行する場合の
発行価額のうち資本に組入れない額

1株につき 21,506円
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の
額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等限度額に２
分の１を乗じた額（１円未満の端数を切り上げる。）とし、新株予約権
の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記の資本金等限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額
とする。

新株予約権の割当対象者数 当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員合計69名

新株予約権の公正な評価単価 25,970円



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 785,676 453,663 661,825

 ２ 営業未収入金 89,955 40,200 18,374

 ３ 有価証券 ※１ 267,390 ― ―

 ４ たな卸資産 114,296 ― ―
 

 ５ 前払費用 23,245 22,873 23,296

 ６ 未収入金 23,332 116,597 28,134

 ７ 差入保証金 856,506 916,780 837,539

 ８ 繰延税金資産 15,752 ― 18,732

 ９ 一年内回収予定の 
   関係会社長期貸付金

― 1,000,000 ―

 10 その他 2,054 13,375 3,486

   流動資産合計 2,178,210 69.4 2,563,491 64.6 1,591,390 55.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 28,503 28,503 28,503

    減価償却累計額 4,063 24,439 7,662 20,841 6,040 22,463

  (2) 器具備品 39,820 41,347 41,347

    減価償却累計額 19,813 20,006 26,541 14,805 23,775 17,571

    有形固定資産合計 44,446 1.4 35,647 0.9 40,035 1.4

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 12,839 9,536 10,302

  (2) ソフトウェア仮勘定 6,300 ― 29,820

  (3) 電話加入権 1,104 1,104 1,104

    無形固定資産合計 20,243 0.6 10,641 0.3 41,226 1.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ― 100,005 ―

  (2) 関係会社株式 ※１ 436,260 601,422 832,722

  (3) 出資金 97,032 55,992 32,900

  (4) 関係会社長期貸付金 ― 235,000 ―

  (5) 長期差入保証金 309,519 328,185 310,064

  (6) 保険積立金 36,532 36,638 42,385

  (7) 繰延税金資産 17,200 ― ―

  (8) その他 700 300 500

    投資その他の 
    資産合計

897,245 28.6 1,357,543 34.2 1,218,572 42.2

     固定資産合計 961,935 74.3 1,403,832 35.4 1,299,833 45.0

     資産合計 3,140,146 100.0 3,967,323 100.0 2,891,224 100.0

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 



(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 営業未払金 72,959 4,844 1,601

 ２ 借入有価証券 ※１ 58,324 ― ―

 ３ 短期借入金 400,000 648,680 441,780

 ４ 一年内返済予定の 
   長期借入金

16,000 16,000 16,000

 ５ 一年内償還予定の 
   社債

20,000 20,000 20,000

 ６ 未払金 56,715 72,926 42,921

 ７ 未払費用 11,598 7,802 7,186

 ８ 未払法人税等 14,674 3,144 ―

 ９ 預り金 6,419 7,097 6,231

 10 賞与引当金 21,029 16,688 14,299

 11 インセンティブ 
   給引当金

9,680 6,663 5,152

 12 その他 2,766 79,565 ―

   流動負債合計 690,169 22.0 883,413 22.3 555,174 19.2

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 60,000 40,000 50,000

 ２ 長期借入金 18,000 2,000 10,000

 ３ 退職給付引当金 10,644 13,515 11,998

 ４ 役員退職慰労引当金 28,540 ― ―

    固定負債合計 117,184 3.7 55,515 1.4 71,998 2.5

    負債合計 807,353 25.7 938,928 23.7 627,172 21.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,000,000 31.8 1,506,880 38.0 1,000,000 34.6

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 542,080 1,035,189 542,080

   資本剰余金合計 542,080 17.3 1,035,189 26.1 542,080 18.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 9,570 9,570 9,570

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 60,000 60,000 60,000

    繰越利益剰余金 721,662 416,755 652,401

   利益剰余金合計 791,232 25.2 486,325 12.2 721,971 25.0

  株主資本合計 2,333,312 74.3 3,028,395 76.3 2,264,051 78.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

△520 ― ―

    評価・換算差額等 
    合計

△520 0.0 ― ― ― ―

     純資産合計 2,332,792 74.3 3,028,395 76.3 2,264,051 78.3

       負債純資産合計 3,140,146 100.0 3,967,323 100.0 2,891,224 100.0



② 【中間損益計算書】 

  
  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 639,485 100.0 337,820 100.0 1,020,259 100.0

Ⅱ 営業費用 526,150 82.3 533,082 157.8 980,184 96.1

営業利益又は 
営業損失(△)

113,335 17.7 △195,262 △57.8 40,075 3.9

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 130 7,934 737

 ２ 為替差益 81 ― 177

 ３ 業務受託収入 1,912 1,028 3,522

 ４ その他 141 2,266 0.4 611 9,573 2.8 536 4,973 0.5

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 4,676 7,352 9,502

 ２ 社債利息 487 268 788

 ３ 上場関連費用 17,394 ― 17,394

 ４ 株式交付費 ― 3,801 ―

 ５ デューディリ 
      ジェンス費用

― 4,800 16,817

 ６ ファンド関連費用 ― 4,214 ―

 ７ その他 35 22,593 3.5 242 20,679 6.1 1,416 45,919 4.5

経常利益又は 
経常損失(△)

93,008 14.6 △206,368 △61.1 △870 △0.1

Ⅴ 特別利益

 １ 役員退職慰労 
      引当金取崩益

― ― ― ― ― ― 28,540 28,540 2.8

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ ― 192 ―

 ２ 子会社株式消却損 ― ― ― 9,864 10,056 3.0 ― ― ―

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前 
中間純損失(△)

93,008 14.6 △216,425 △64.1 27,669 2.7

  法人税、住民税 
  及び事業税

9,991 488 1,048

過年度法人税、住民税 
及び事業税

7,878 ― 6,869

  法人税等調整額 21,318 39,188 6.1 18,732 19,221 5.7 35,192 43,110 4.2

中間純利益又は 
中間(当期)純損失

53,819 8.5 △235,646 △69.8 △15.441 △1.5



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本 

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 594,500 244,500 244,500 9,570 60,000 816,826 886,396 1,725,396

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 405,500 297,580 297,580 ─ ─ ─ ─ 703,080

 剰余金の配当 ― ― ― ─ ─ △148,983 △148,983 △148,983

 中間純利益 ― ― ― ─ ─ 53,819 53,819 53,819

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ─ ─ ─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計(千円) 405,500 297,580 297,580 ─ ─ △ 95,163 △ 95,163 607,916

平成18年９月30日残高(千円) 1,000,000 542,080 542,080 9,570 60,000 721,662 791,232 2,333,312

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,239 2,239 1,727,635

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― 703,080

 剰余金の配当 ― ― △148,983

 中間純利益 ― ― 53,819

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△2,759 △2,759 △2,759

中間会計期間中の変動額合計(千円) △2,759 △2,759 605,156

平成18年９月30日残高(千円) △520 △520 2,332,792

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計資本 
準備金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高 
(千円)

1,000,000 542,080 542,080 9,570 60,000 652,401 721,971 2,264,051 2,264,051

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 506,880 493,109 493,109 ― ― ― ― 999,989 999,989

 中間純損失 ― ― ― ― ― △235,646 △235,646 △235,646 △235,646

中間会計期間中の変動額 
合計(千円)

506,880 493,109 493,109 ― ― △235,646 △235,646 764,343 764,343

平成19年９月30日残高 
(千円)

1,506,880 1,035,189 1,035,189 9,570 60,000 416,755 486,325 3,028,395 3,028,395



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本 

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 594,500 244,500 244,500 9,570 60,000 816,826 886,396 1,725,396

事業年度中の変動額

 新株の発行 405,500 297,580 297,580 ─ ─ ─ ─ 703,080

 剰余金の配当 ― ― ― ─ ─ △148,983 △148,983 △148,983

 当期純損失 ― ― ― ─ ─ △15,441 △15,441 △15,441

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

― ― ― ─ ─ ─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計(千円) 405,500 297,580 297,580 ─ ─ △164,424 △164,424 538,655

平成19年３月31日残高(千円) 1,000,000 542,080 542,080 9,570 60,000 652,401 721,971 2,264,051

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,239 2,239 1,727,635

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ― 703,080

 剰余金の配当 ― ― △148,983

 当期純損失 ― ― △15,441

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△2,239 △2,239 △2,239

中間会計期間中の変動額合計(千円) △2,239 △2,239 536,416

平成19年３月31日残高(千円) ― ― 2,264,051



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券 

① 売買目的有価証券

 時価法

(1) 有価証券 

① 売買目的有価証券 

  ―――――――――

(1) 有価証券 

① 売買目的有価証券 

  時価法

② 子会社株式及び関連会社

株式

 先入先出法による原価

法

② 子会社株式及び関連会社

株式  

 移動平均法による原価

法

② 子会社株式及び関連会社

株式

 先入先出法による原価

法

（会計方針の変更） 

 従来、子会社株式及び関

連会社株式の評価方法につ

いては、先入先出法による

原価法を採用しておりまし

たが、取引の実態をより適

切に反映させるため、当中

間会計期間より移動平均法

による原価法によることと

しました。なお、当該変更

による中間財務諸表への影

響はございません。

③ その他有価証券

 ―――――――――

③ その他有価証券

時価のないもの

 移動平均法による原価

法

③ その他有価証券

 ―――――――――

(2) デリバティブ

 時価法

(2) デリバティブ

 同左

(2) デリバティブ 

  同左

(3) たな卸資産 

  商品

 移動平均法による低価

法

(3) たな卸資産

 ―――――――――

 

(3) たな卸資産 

  商品

 移動平均法による低価

法

２ 固定資産の減価

償却の方法

(1) 有形固定資産

 定率法によっておりま

す。

 ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物(建

物付属設備は除く)につい

ては、定額法によってお

ります。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

 建物    ６～15年

 器具備品  ４～15年

(1) 有形固定資産

 定率法によっておりま

す。

  主な耐用年数は次のと

おりであります。

 建物    ６～15年

 器具備品  ４～15年

(1) 有形固定資産

 同左

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得

税法等の一部を改正する法

律 平成19年3月30日 法律

第6号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令

平成19年3月30日 政令第83

号））に伴い、当中間会計

期間から、平成19年4月1日

以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しており

ます。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響はございません。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（追加情報） 

 当中間会計期間から、平

成19年3月31日以前に取得し

たものについては、償却可

能限度額まで償却が終了し

た翌年から5年間で均等償却

する方法によっておりま

す。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。

(2) 無形固定資産

 定額法によっておりま

す。

 ただし、自社利用のソ

フトウェアについては、

社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法

によっております。

(2) 無形固定資産 

  同左

(2) 無形固定資産 

  同左

３ 引当金の計上基

準

(1) 賞与引当金

 従業員に対する賞与支

給に備えるため、将来の

支給見込み額のうち当中

間期の負担額を計上して

おります。

(1) 賞与引当金

  同左

(1) 賞与引当金

 従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込み額のうち当期の負担

額を計上しております。

(2) インセンティブ給引当

金

 専門職従業員(ディー

ラー等)に対する支給に

備えるため、将来の支給

見込み額のうち当中間期

の負担額を計上しており

ます。

(2) インセンティブ給引当

金

  同左

(2) インセンティブ給引当

金

 専門職従業員(ディーラー

等)に対する支給に備えるた

め、将来の支給見込み額の

うち当期の負担額を計上し

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、当中間期末に

おける退職給付債務の見

込み額に基づき計上して

おります。

(3) 退職給付引当金

  同左

(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

職給付債務の見込み額に基

づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

 当社は平成14年３月31

日をもって役員退職慰労

金制度を廃止いたしまし

た。その時点での要支払

額のうち、将来退職時に

支払うべき金額を役員退

職慰労引当金として計上

しております。

(4) 役員退職慰労引当金

  ―――――――――

(4) 役員退職慰労引当金

 当社は平成14年３月31日

をもって役員退職慰労金制

度を廃止いたしました。そ

の時点での要支払額のう

ち、将来退職時に支払うべ

き金額を役員退職慰労引当

金として計上しておりまし

たが、平成19年3月22日の取

締役会において、該当役員

の辞退の申し出を受けて、

役員退職慰労金の支払いを

行わないことを決議したた

め役員退職慰労引当金を取

り崩しました。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ リース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

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。

  同左   同左

５ ヘッジ会計の方

法

(1) ヘッジ会計の方法

 金利スワップについて

は特例処理の要件を満た

しておりますので、特例

処理を採用しておりま

す。

(1)  ヘッジ会計の方法

  同左

(1) ヘッジ会計の方法

  同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段)

 金利スワップ

(ヘッジ対象)

  借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  同左

(3) ヘッジ方針

 当社は、借入金の金利

変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象

の識別は個別契約ごとに

行っております。

(3) ヘッジ方針

  同左

(3) ヘッジ方針

  同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

 金利スワップの特例処

理の要件を満たしている

ため、有効性の判定を省

略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  同左

６ その他中間財務

諸表(財務諸表)

作成のための基

本となる重要な

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、税抜方式

によっております。 

 なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺し

ております。

消費税等の会計処理

 同左

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、税抜方式によ

っております。



会計処理方法の変更 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,332,792千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

―――――――――――――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,264,051千円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 

 

※１ 担保資産

担保等に供している資産の内

訳及びこれらに対応する債務

等の内訳は以下のとおりであ

ります。

担保に供している資産

 有価証券 63,987千円

債務

 借入有価証券 58,324千円

上記は信用取引の担保に供し

ております。

 

※１ 担保資産

このうち連結子会社の金融機

関からの借入金に対して担保

に供しているものは、次のと

おりであります。

担保に供している資産

 関係会社株式 116,000千円

※１

   ――――――――――

２ 

    ――――――――――

２ 偶発債務

銀行借入に対する保証債務

ア ス ト マ ッ ク

ス・キャピタル

株式会社

1,300,000千円

２ 

   ――――――――――

３ 

    ――――――――――

３ 極度融資契約

当社は、グループ内資金の効率

的な管理を行うため、アストマ

ックス・フューチャーズ株式会

社との間で極度融資契約を締結

しております。

この契約に基づく当中間会計期

間末の貸出未実行残高は次のと

おりです。

 

極度融資の総額 500,000千円

貸出実行残高 －

差引額 500,000千円

３ 

   ――――――――――

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１

 ──────────────
 

※１ 固定資産除却損の内訳

ソフトウエア 192千円

※１

 ──────────────

 ２ 

 ──────────────

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 4,387千円

無形固定資産 2,437千円

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 11,293千円

無形固定資産 5,056千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 
  
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 

（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 

（千円）

中間期末 
残高相当額 
（千円）

有形固定資産 
(器具備品)

20,858 13,776 7,082

合計 20,858 13,776 7,082

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 

（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 

（千円）

中間期末 
残高相当額 
（千円）

有形固定資産 
(器具備品)

6,909 3,294 3,615

無形固定資産 
(ソフトウェ
ア)

95,650 1,594 94,056

合計 102,560 4,888 97,672

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額 
相当額 

（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 

（千円）

期末 
残高相当額 
（千円）

有形固定資産
(器具備品)

17,246 13,798 3,448

合計 17,246 13,798 3,448

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 2,520千円

１年超 4,688千円

合計 7,208千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 19,656千円

１年超 78,155千円

合計 97,811千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,395千円

１年超 2,090千円

合計 3,485千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,465千円

減価償却費相当額 2,365千円

支払利息相当額 76千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,549千円

減価償却費相当額 2,415千円

支払利息相当額 234千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 3,408千円

減価償却費相当額 3,284千円

支払利息相当額 112千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

 同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法 

  同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間純利益金額又は中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の

算定上の基礎 

   
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 22,848円12銭 １株当たり純資産額 25,449円55銭 １株当たり純資産額 22,174円84銭

１株当たり中間純利益

金額
546円79銭

１株当たり中間純損失

金額
2,076円98銭

１株当たり当期純損失

金額
154円02銭

 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
533円13銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在しますが、１株当たり中間

純損失である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

式は存在しますが、１株当たり当期

純損失であるため記載しておりませ

ん。

 当社は、平成17年10月25日付で株

式１株につき10株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 16,737円50銭

１株当たり当期純利益

金額
2,491円08銭

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

中間損益計算書上の中間純利益又
は中間(当期)純損失(△)(千円)

53,819 △235,646 △15,441

普通株式に係る中間純利益又は中
間(当期)純損失(△)(千円)

53,819 △235,646 △15,441

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 98,428 113,456 100,259

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の内訳（株) 
 新株予約権 2,522 ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

―

平成16年１月21日臨
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権 335個) 
普通株式 3,350株 
平成16年６月25日定 
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権  68個) 
普通株式  680株 
平成16年６月25日定 
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権  46個) 
普通株式  460株

平成16年１月21日臨 
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権 355個) 
普通株式 3,550株 
平成16年６月25日定 
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権  73個) 
普通株式  730株 
平成16年６月25日定 
時株主総会決議スト 
ックオプション 
(新株予約権  52個) 
普通株式  520株



(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

新株式の発行 

平成19年11月15日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成19年11月

30日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成19年11月30日付で資本金は1,720,000千円、発行済株式総数は127,996株となって

おります。 

 
  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．新株式の発行 

 平成19年５月15日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成19年５

月31日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成19年５月31日付で資本金は1,506,880千円、発行済株式総数は118,996株となっ

ております。 

 
  

（１） 募集方法 ：第三者割当

（２） 発行新株式数 ：普通株式 9,000株

（３） 発行価額 ：１株につき 47,009円

（４） 発行価額の総額 ：423,081千円

（５） 資本組入額 ：１株につき 23,680円

（６） 資本組入額の総額 ：213,120千円

（７） 申込期日 ：平成19年11月30日

（８） 払込期日 ：平成19年11月30日

（９） 新株券交付日 ：株券不発行

（１０）割当先及び割当株式数 ：伊藤忠商事株式会社 9,000株

（１１）資金の使途 ：借入金の返済及び当社運用投資信託・ファンドへ
の自己投資

（１） 募集方法 ：第三者割当

（２） 発行新株式数 ：普通株式 16,896株

（３） 発行価額 ：１株につき 59,185円

（４） 発行価額の総額 ：999,989千円

（５） 資本組入額 ：１株につき 30,000円

（６） 資本組入額の総額 ：506,880千円

（７） 申込期日 ：平成19年５月31日

（８） 払込期日 ：平成19年５月31日

（９） 新株券交付日 ：株券不発行

（１０）割当先及び割当株式数 ：株式会社大和証券グループ本社 16,896株

（１１）資金の使途 ：当社は三井物産フューチャーズ株式会社を平成19年6
月29日までに買収する予定ですが、その買収資金の
一部に充当させる予定です。



２．新株予約権 

 平成19年６月27日開催の定時株主総会において、当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員

に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行することを決議い

たしました。 

 その概略は以下のとおりであります。 

  

１．新株予約権の割当対象者 

  当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 

２．新株予約権を発行する理由 

 当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員の意欲や士気を高め、収益の向上及び企業価値の

増大を図ることを目的として金銭の払込みを要することなく新株予約権を発行するものでありま

す。 

３．新株予約権発行の要領 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株

式の数は１株とする。 

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる

株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる

ものとする。 

 
 上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、株式数の変更を必要とするやむを得ない事

由が生じた時は、合理的な範囲で、必要な調整を行うことができるものとする。 

（２）新株予約権の総数 

 1,000個を上限とする。  

（３）新株予約権と引き換えに払込む金銭 

 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により

交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に当該

新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）

のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金

額（１円未満の端数は切り上げる。）とする。 

 ただし、その金額が新株予約権の割当日の前日の終値（取引がない場合は、その日に先立つ

直近日の終値）を下回った場合には、当該終値を行使価額とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数を切り上げる。 

 
 また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率



の行使より新株式を発行する場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
 上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とする。やむを得な

い事由が生じた時は、合理的な範囲で、行使価額は適正に調整されるものとする。 

（５）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規

則第40条第1項に従い算出される資本金等限度額に２分の１を乗じた額（１円未満の端数を切

り上げる。）とする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①

記載の資本金等限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

（６）新株予約権を行使することができる期間 

 平成21年6月27日から平成24年6月26日とする。 

（７）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は権利行使時においても当社の取締役、監査役、従業員または子会社取締

役、監査役、従業員のいずれかの地位であることを要す。 

② 新株予約権の譲渡、質入れその他担保設定及び相続は認めない。 

③ その他新株予約権の割当に関する条件については、第15期定時株主総会決議及び新株予約

権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する契約に

定める。 

（８）譲渡による新株予約権の取得条件 

 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 

（９）新株予約権の取得条項 

 新株予約権者が上記（７）①の条件を満たさなくなった場合、その他の理由の如何を問わず

権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取

得できる。 

（１０）組織再編等に伴う取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又

は株式移転（これらを総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再

編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の

新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第２３６条第１項第８号イからホまでに

掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞ

れ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株

予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行
(処分）株式数

×
１株当たりの
払込金額

新規発行(処分）前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行(処分）株式数



のとする。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（１）に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（４）に準じて決定する。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

 上記（６）に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の

効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記（６）に定める残存新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

 上記（５）に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧ 新株予約権の取得条項 

 上記（９）に準じて決定する。 

⑨ その他の新株予約権の行使の条件 

 上記（７）に準じて決定する。 

  



(2) 【その他】 

平成19年12月19日開催の取締役会において、第15期定時株主総会で承認されました「当社従業員並び

に当社子会社取締役および従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する件」につ

いて、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしました。 

 その概略は以下のとおりであります。 

  

会社名 提出会社

新株予約権の発行日 平成19年12月21日

新株予約権の発行数
483個 
(各新株予約権1個当たりの株式数1株)

新株予約権の発行価額 金銭の払込みを要しない

新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 483株

新株予約権の行使に際しての払込金額

1株につき 43,013円
各新株予約権１個当りの行使に際して出資される財産の価額は、新株予
約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に当該新株予約権の目的である株式の
数を乗じた金額とする。 
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立
しない日を除く。）のジャスダック証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上
げる。）とする。ただし、その金額が新株予約権の割当日の前日の終値
（取引がない場合は、その日に先立つ直近日の終値）を下回った場合に
は、当該終値を行使価額とする。

新株予約権の行使により発行する株式の
発行価額の総額

20,775,279円
（上記払込金額に483を乗じた金額）

新株予約権の行使期間
平成21年6月27日より平成24年6月26日

尚、割当対象者との個別の新株予約権割当契約において行使期間を平成
21年12月22日より平成24年6月26日までとする特約を設けております。

新株予約権により新株を発行する場合の
発行価額のうち資本に組入れない額

1株につき 21,506円
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の
額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等限度額に２
分の１を乗じた額（１円未満の端数を切り上げる。）とし、新株予約権
の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記の資本金等限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額
とする。

新株予約権の割当対象者数 当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員合計69名

新株予約権の公正な評価単価 25,970円



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券届出書及びその添付書類 

有価証券届出書（有償第三者割当）を平成19年５月15日関東財務局長に提出。 

  

(2) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(1)に係る訂正届出書を平成19年５月18日関東財務局長に提出。 

  

(3) 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株

主の異動）の規定に基づく臨時報告書を平成19年５月31日関東財務局長に提出。 

  

(4) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第15期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月28日関東財務局長に

提出。 

  

(5) 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子

会社の異動）の規定に基づく臨時報告書を平成19年７月27日関東財務局長に提出。 

  

(6) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号（事業の譲渡）の規定に基づく臨時報告書を

平成19年８月31日関東財務局長に提出。 

  

(7) 有価証券報告書の訂正報告書 

上記(4)に係る訂正報告書を平成19年10月10日関東財務局長に提出。 

  

(8) 有価証券届出書及びその添付書類 

有価証券届出書（有償第三者割当）を平成19年11月15日関東財務局長に提出。 

  

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１８日

アストマックス株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアストマックス株式会社

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び

中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、ア

ストマックス株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士石原幹郎との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 間 義 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 志 保 

      

公認会計士 石原幹郎事務所 

  

  
  

公認会計士 石 原 幹 郎 

      



独立監査人の中間監査報告書
 

  

平成19年12月18日

アストマックス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているアストマックス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、アストマックス株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月15日開催の取締役会において新株式の発

行を決議し、平成19年11月30日に払込が完了している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  中  俊  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  澤  裕  治  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  志  保  ㊞

(※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１８日

アストマックス株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアストマックス株式会社

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１５期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、アストマッ

クス株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年

９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士石原幹郎との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 間 義 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 志 保 

      

公認会計士 石原幹郎事務所 

  

  
  

公認会計士 石 原 幹 郎 

      



独立監査人の中間監査報告書
 

  

平成19年12月18日

アストマックス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているアストマックス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第16期事業年度

の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、アストマックス株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月15日開催の取締役会において新株式の発

行を決議し、平成19年11月30日に払込が完了している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  中  俊  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  澤  裕  治  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤  志  保  ㊞

(※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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