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（百万円未満切捨て） 
１．19 年９月中間期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)経営成績                               （％表示は対前年中間期増減率） 
 

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

1,156   ― 
―   ― 

718   ―
―   ―

709   ― 
―   ― 

412   ―
 ―

19 年３月期 1,765   ― 950   ― 946   ― 547   ―
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 

  円  銭  円  銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

10,294  95 
― 

―
―

19 年３月期 15,710  27 ―
(参考) 持分法投資損益 20 年３月中間期 ― 百万円  19 年３月中間期 ― 百万円  19 年３月期 ― 百万円 
 
(2)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

22,494 
― 

2,569
―

11.4 
― 

53,245  02
―

19 年３月期 24,501 1,728 6.9 45,964    87
(参考) 自己資本   20 年３月中間期 2,569 百万円  19 年３月中間期  ― 百万円  19 年３月期 1,685 百万円 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

347 
― 

△548
―

348 
― 

986
―

19 年３月期 779 △1,076 △0 838

(注)１．当社は、当中間期より中間期経営成績の開示を行っているため、前年同中間期の数値及び対前年同中間期増減率に

ついては記載しておりません。 

    ２．当中間期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、当中間期

時点では当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。 
 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円  銭  円  銭

19 年３月期 ― 2,200  00 2,200  00

20 年３月期 ―  

20 年３月期（予想）  2,200 00 2,200 00
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３．20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円  ％  円  銭

通 期 2,333   132.2 1,200   126.3 1,201   127.0 712   130.2 13,683  04

(注) 平成 20 年 3 月期（予想）の 1 株当たり当期純利益は、公募増資後の期末予定発行済株式数 52,261 株（潜在株式は考慮
しない）により算出しております。なお、期末予定発行済株式数には、オーバーアロットメントによる売出しに関連し
た第三者割当増資分（ 大 1,200 株）は含まれておりません。 

 
 
４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 

〔(注)詳細は、27 ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 19 年９月中間期 48,261 株 18 年９月中間期  ―株 19 年３月期 36,671 株 
②期末自己株式数          19 年９月中間期   ―株 18 年９月中間期  ―株 19 年３月期   ―株 
 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益金額の算定の基礎となる株式数については、41 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ

ります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ

「１．経営成績（１）経営成績の分析」をご覧下さい。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善、民間設備投資及び個人消費も底堅い動きを見せ、日

本経済は引き続き緩やかな拡大を見せたものの、原油高に伴う原材料等のコスト高に伴う要因や全世界に影響を

及ぼしたサブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）問題をきっかけに市場の混乱を少なからず受け

ることになり、依然として緩やかな回復基調にあるにもかかわらず、先行きは必ずしも楽観視できない状態にあ

ります。 

 その中にあって外国為替市場は、４－６月期に 124 円台前半まで円安が進んだ米ドル／円相場は、７月のスタ

ートこそ 122 円～123 円台で進行していたものの、米格付け会社によるサブプライムローン関連証券の格下げ検

討を受け、７月下旬以降サブプライム問題に対する懸念が広がりを見せるにつれて、世界的な株安・リスク削減

のための円買い戻しの動きが明らかに顕在化し、118 円台前半まで円高米ドル安が加速いたしました。８月に入

ると楽観的な景気判断を下した米ＦＯＭＣ声明後、一時 119 円台後半まで円が弱含んだものの、仏大手銀行傘下

のファンド凍結を機に信用収縮懸念が強まり、流れは一気に円高米ドル安へと変わりました。米国経済の先行き

懸念の強まり、米住宅金融大手の資金繰り懸念等を背景に世界的に株安が進む中、円キャリー取引巻き戻しに伴

う円買いが強烈に強まり、８月 17 日にかけて 111 円台半ばまで円高米ドル安が加速いたしました。その後、米

公定歩合引き下げを契機に世界的な株安に歯止めがかかり、米ドル／円相場は円安米ドル高へと反転したものの、

米ドルの上値は 117 円台前半にとどまり、信用収縮懸念が根強く残る中、115 円台を中心にボラタイルな展開が

続きました。９月に入ると、比較的底堅かった米ＩＳＭ等を受け 116 円台半ばまで一時的に米ドルが強含んだも

のの、４年ぶりに雇用減少に転じた米雇用統計を契機に米国景気減速懸念が強まり、112 円台半ばまで円高米ド

ル安が加速いたしました。その結果、米大幅利下げ観測の強まりを背景に世界的に株価が持ち直し傾向を強める

なか、徐々に円が軟調な地合いに転じ、米ＦＲＢによる 0.50％の利下げを好感した米株急反発につれ、一時 116

円台半ば近辺まで円安米ドル高が進行、その後、中東諸国のドルペッグ制度の放棄の思惑や低調な米景気指標を

受け、再び 114 円台前後まで米ドルが弱含んだものの、積極的な円買い材料を欠くなか、月末にかけては再び 115

円台まで円が弱含み中間期末を迎えました。米ドル／円以外に目を向けると、円キャリートレードが引き続き活

発で景気拡大が顕著に見られていた欧州通貨についても、サブプライム問題に端を発する市場の混乱を受け、円

キャリー取引解消の動きが顕在化し、149 円台後半まで円高ユーロ安が加速いたしました。しかし、米大幅利下

げ観測に伴うユーロ及び高金利通貨への選考が強まると原油高等に伴うユーロへの資金シフトも加わり、引き続

き円安ユーロ高が進行いたしました。オセアニア通貨については、サブプライム問題の影響を受けつつも、 高

値を更新した原油高に象徴されるように、世界景気を背景に国際商品市況が堅調なことから、加ドル等と並ぶ資

源国通貨の代表である豪ドルの支援材料となり、豪ドル／円、ＮＺドル／円ともに底堅い推移いたしました。 

 このような状況下において、当社は、サービスブランドである「プライベートバンキング・ソリューション」

のもと、当社の信託保全スキームである「トラスト アカウント プロテクション」が資産運用として外国為替証

拠金取引を行う顧客の獲得に寄与いたしました。さらに、平成 19 年２月より取扱いを開始した南アフリカラン

ド／円の売買が引き続き非常に活況で、当社では米ドル／円に次ぐ取引高にまで成長し、顧客の取引通貨ペア分

散の利便性が広がることで、さらなる収益機会を得ることができました。また、当社の取引システムにおきまし

ては、平成 19 年８月に起こった急激な市場変動時においてもシステムの稼働状況には全く問題がなく、レート

提示や約定処理の遅延などのトラブルも全くなく、安定的な運用を行うことができました。このことが、顧客へ

の信頼をより高めることにもつながり、当中間会計期間の営業収益は 1,156,064 千円となりました。販売費及び
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一般管理費は、上場にかかる準備費用や人員拡大による人件費増等がありましたが 437,072 千円にとどまり、営

業外損益は、平成 19 年８月に行われた第１回、第４回（一部）第５回無担保転換社債型新株予約権付社債及び

第２回（一部）、第３回、第４回、第６回新株予約権の行使に伴う株式交付費用等が発生し、特別損益において

は、投資有価証券の評価損に伴う 11,700 千円の損失が発生いたしました。この結果、営業利益は 718,992 千円、

経常利益は 709,369 千円、中間純利益は 412,083 千円になりました。 

 なお、当中間会計期間は、中間期財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析はおこなっており

ません（以下、「(2) 財政状態に関する分析」においても同じ）。 

 

②当期の見通し 

当社を取り巻く事業環境については、引き続き外国為替証拠金取引業界が拡大を続け、個人投資家層への裾野

の広がり、法人顧客の増加等により、取扱口座数の拡大、預り資産の拡大が見込まれております。当社も「プラ

イベートバンキング・ソリューション」と掲げる顧客サービスブランドのもと、顧客口座数や顧客預り資産等も

順調に成長していき、顧客基盤の広がりによる売買数の厚みも増してくるものと思われます。 

当社の収益構造上、外国為替市場のボラティリティが高まった場合、顧客の建玉の増加や顧客の売買回数及び

売買単位の増加によって当社の収益も拡大することとなります。しかしながら長期間にわたって外国為替市場の

停滞等により市場のボラティリティの高くない期間が続いた場合、あるいは、急激な円高等により顧客資産の評

価損が急激に膨らみ顧客の建玉が減少した場合などには、売買数の低迷あるいは顧客残高・建玉の減少につなが

り、当社の業績等に影響を与える可能性があります。 

 業績予想については当社の業績に大きな影響を与える外国為替相場の変動や外国為替市況の将来予測が困難

であるため、過去の実績等を参考にして業績予想数値を算出しております。このため、外国為替市場に関わる様々

な要因により大きく業績予想が変動する可能性があります。なお、平成 20 年３月期の業績については、営業収

益 2,333 百万円、経常利益 1,201 百万円、当期純利益 712 百万円を見込んでおります 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

前事業年度末から当中間会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、総資産については、前事業年度

末と比べ 2,006,720 千円減少し、22,494,503 千円となりました。これは主に、流動資産のうち分別管理信託が

2,655,854 千円減少したためであります。 

負債総額は前事業年度末と比べて 2,848,301 千円減少し、19,924,845 千円となりました。これは主に、流動負

債のうち顧客預り勘定が 2,654,641 千円減少したことによるものであります。 

 純資産額は前事業年度末と比べて 841,580 千円増加し、2,569,658 千円になりました。これは、第１回、第４

回（一部）第５回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第２回（一部）、第３回、第４回、第６回新株予約権

の行使が行われ、資本金が 280,250 千円、資本準備金が 280,250 千円それぞれ増加したこと、その他有価証券評

価差額金が 7,826 千円減少したものの、利益剰余金が 331,406 千円増加したこと等によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の中間期末残高は、前事業年度末と比

較して、148,475 千円の増加となり、残高は 986,918 千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要
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因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、順調な営業活動の展開から税引前中間純利益を 697,669 千円計上した

こと、並びに法人税等の支払額が 341,391 千円の支出となったこと等により、347,911 千円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による 500,000 千円の支出、無形固定資産の取得によ

る 23,272 千円の支出、保証金の差入による 23,617 千円の支出、有形固定資産の取得による 1,406 千円の支出等

により、548,333 千円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による 429,631 千円の収入及び、配当金の支払 80,676 千

円により、348,955 千円の増加となりました。 

 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置づけております。剰余金の配当に関しては、

配当原資確保のための収益力を強化し、中期的な業績動向を考慮に入れながら、各期の業績に対応して配当性向

に基づき配当額を決定し、配当を実施していくことを目標にしていきたいと考えております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針として考えております。 

当中間期の配当に関してですが、本中間決算短信提出日において、当社は大阪証券取引所「ヘラクレス」市場

へ上場（平成 19 年 10 月 25 日）しておりますが、当中間会計期間末現在、当社はまだ未上場であるため、本中

間決算にかかる剰余金の配当は行わず、今後の事業展開への備え、設備投資及び財務基盤拡充のために充当して

いくことといたします。 

なお、当期の期末配当金は、１株当たり 2,200 円 00 銭を予定しております。 

 

 

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績、事業運営及び財務状態、その他に関する事項等は、今後起こりうる様々な要因により大きな

影響を受ける可能性があります。以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。また、必ずしも事業等のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あ

るいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積

極的に開示しております。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の

対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は以下のリスク及び本項以外の記載事項を慎重に検

討したうえで行われる必要があると考えております。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間会計期間末（平成 19 年９月 30

日）現在における当社の判断に基づいており、全てのリスク要因を正確に網羅するものではなく、また将来の事

項については不確実性を有しております。 

 

① 当社の事業構造にかかるリスクについて 

 ⅰ 外国為替市場の変動について 
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  当社は外国為替市場の変動に大きく左右されない企業体質の構築を目的として、資産運用に関するコンサル

ティングを重視し、中長期での運用を視野に入れた取引を顧客に推奨する方針をとっております。一方で、当

社は外国為替証拠金取引の専門業者であり、主要な収益は、顧客との間で行った相対取引の成立レートと当社

がカバー取引として行った成立レートの差額（当社ではディーリング収益と呼んでおります）、スワップ授受

に伴う差額、顧客と当社との取引成立の際に顧客の売買単位に応じて徴収する取引手数料、分別管理信託内で

発生する信託の運用収益の４種類で構成されていることから、顧客の建玉の増加によって当社の収益機会も増

加し、ディーリング収益及び取引手数料については顧客の売買回数及び売買単位の増加によって当社の収益も

拡大することとなります。従って、長期間にわたって外国為替市場の停滞等により市場のボラティリティの高

くない期間が続いた場合、あるいは、急激な円高等により顧客資産の評価損が急激に膨らみ顧客の建玉が減少

した場合などには、売買数の低迷あるいは顧客残高・建玉の減少につながり、当社の業績等に影響を与える可

能性があります。 

  また、当社は当社が取扱う通貨ペアについては、該当国の政治経済情勢、資本取引や通貨売買に規制がかか

ることなどで、顧客の受発注及び当社のカバー取引ができなくなる可能性が少ないと考えられる通貨ペアを選

択し、その流動性を確認した上で、顧客に提供しております。そのため、流動性リスクが顕在化するリスクは

低いものと当社では考えておりますが、当社の取扱通貨ペアで急激なカントリーリスクの高まりにより、その

流動性の確保が難しくなった場合等は、当社の業績にも重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⅱ 外国為替証拠金取引業務の信用リスクについて 

  当社は外国為替証拠金取引を行う顧客のポジション管理を行っており、顧客のポジションの評価替えを日々

行っております。評価替えを行うことにより顧客のポジションに評価損益を算入した結果、顧客の有効証拠金

額が現在のポジションの維持に必要な証拠金額（これを「維持証拠金」といい、本短信提出日現在、証拠金維

持率 70％であります。）を下回った場合マージンコールが発生し、当社は顧客に対して追加証拠金の提供を求

め、追加証拠金が指定する期限までに入金されない場合には強制的に反対売買を行ってポジションを解消して

決済により生じた不足資金を顧客に請求します。当社では、決済時に顧客資産が不足しないように対象通貨の

過去の相場変動率を勘案し、証拠金率及び証拠金維持率等を定めておりますが、顧客が不足分を支払うことが

できない場合、当社は顧客に対する債権の全部または一部について貸倒れの損失を負う可能性があります。 

 

ⅲ 住友信託銀行株式会社との契約について 

  当社は住友信託銀行株式会社（以下、「住友信託銀行」といいます。）と顧客資産保全のための「外為証拠金

分別管理信託契約書」を締結しており、また、その契約書を補うものとして、当社と顧客との間で発生する外

国為替証拠金取引のカウンターパーティーとしてのカバー取引等を行うための「外為証拠金分別管理信託契約

に伴うインターネット為替取引サービスに関する基本契約書」及び「インターネット為替取引サービス

『FX-Partner』の使用に関する覚書」を締結しております。これらの契約は現在の当社が提供する外国為替証

拠金取引サービスに関するものであります。現在、当社と住友信託銀行の関係は良好であり、期間に定めのあ

る契約に関し契約期間を満了した場合も継続して契約の更新を行う方針であります。 

  しかしながら、住友信託銀行との契約につき、内容の変更、更新の拒絶、解除その他の理由による契約の終

了等が生じること、住友信託銀行の業務に何らかの支障が生じること等により、現在当社が提供している信託

保全スキーム及びカバー取引が行えなくなった場合、当社の業務及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 
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② 当社事業を取り巻く外部環境にかかるリスクについて 

ⅰ 外国為替証拠金取引に関わる業界の動きについて 

 当社の属する外国為替証拠金取引業界は、金融先物取引法等の施行や改正により金融商品としての定義、商

品の仕組みや取引上のルール、顧客資産の保全方法、勧誘や取扱上の行為規則等に関する法的整備が進んでお

ります。 

 平成 17 年７月１日より金融先物取引法の改正により外国為替証拠金取引を取扱う金融先物取引業者として

の登録が義務付けられたことにより、登録業者以外の業者が外国為替証拠金取引を行うことができなくなりま

した。また、平成 19 年 9月 30 日からは金融先物取引法は廃止され、これを引き継ぐ形で外国為替証拠金取引

は金融商品取引法による規制対象となりました。これらにより、不正業者の排除や登録業者の法令遵守体制の

整備も進んでおります。しかしながら、業界に係る法的整備は進行中であり、未だ不明確な部分もあると言え

ます。当社は積極的にコンプライアンスの整備及び従業員への啓蒙活動等に努めておりますが、業界全体の法

的整備の遅れ等により顧客の信頼性の低下や取引参加者数の拡大等が見られない場合、当社の業績等に影響を

与える可能性があります。また、昨今、外国為替証拠金取引による収入を申告していない一部投資家の報道等

がされている等により、顧客の税金に関する規制が強化される可能性もあります。 

 

ⅱ 外国為替証拠金取引における競争激化について 

 一般投資家の外貨への直接投資に対する関心の高まり及び外国為替証拠金取引の市場拡大傾向を背景に、証

券会社、商品先物会社、事業会社などによる外国為替証拠金取引業への新規参入が増加しております。また、

株式会社東京金融先物取引所も外国為替証拠金取引と同様の商品を同取引所に上場させております。これらの

業者間の競争は激しさを増しており、外国為替証拠金取引における手数料及び証拠金率の引下げ、取引単位の

小口化の傾向が見られます。 

 当社では、これら同業他社との差別化を図るために、新規取引開始時の 低証拠金を同業他社と比較して高

い 200 万円に設定し、 低売買単位も５万通貨単位（iFX-one の場合は１万通貨単位、「香港ドル／円」「南ア

フリカランド／円」の iFX-pro、iFX25、iFX50 は 10 万通貨単位、iFX-one は５万通貨単位）とするなど、富

裕者層をターゲットとした戦略を取っております。また、主にセミナー活動を通して積極的に顧客向けの啓蒙

活動を行い、当社の理念や取引に関するルール等に十分な理解を持った顧客との取引に重点を置いております。

そして、取引開始後も各顧客のニーズに対応するため、担当者制の導入、情報提供サービスの充実、各段階・

各テーマに応じたセミナーの開催、分別管理信託（トラスト アカウント プロテクション）による顧客預り資

産の安全性の確保等といった付加価値の充実により競争力の向上に努めております。しかしながら、新規参入

者の増加または既存業者との競合が増すこと等により予想以上に競争が激化した場合、あるいは当社の差別化

戦略が有効に機能しなかった場合等には当社の業績等に影響を与える可能性があります。 

 

ⅲ 株式会社東京金融先物取引所における外国為替証拠金取引の上場について 

 株式会社東京金融先物取引所は、平成 17 年７月「くりっく 365」と称する外国為替証拠金取引と同様の商品

を同取引所に上場させ、取引所取引を開始しております。同取引所上場商品は営業方針面や税制面での優遇等

の利点があります。当社は同取引所取引に参加しておりませんが、今後、取引所取引が順調にシェアを拡大し

た場合、当社の業績等に影響を与える可能性があります。 
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③ 当社の事業体制にかかるリスクついて 

 ⅰ 小規模組織であることについて 

  当社の役職員数は平成 19 年９月 30 日現在において、役員７名及び従業員 47 名（派遣社員１名を含む）と

小さな組織であります。当社は平成 18 年３月期に引続き平成 19 年３月期も顧客口座数及び顧客預り残高が大

幅に増加するなど、事業規模が急速に拡大しておりますが、社内システムの充実で対応するとともに、人員の

拡充を図ることでコンプライアンス体制を含む内部管理体制の確立に十分注力しております。今後も事業規模

の拡大に併せて人員増強、内部管理体制の強化を図って参りますが、優秀な人材の確保が適時かつ十分に確保

できない場合、または当社既存の優秀な人材が外部流出した場合には内部管理体制や業務執行において十分な

人的・組織的対応が困難となる可能性があり、当社の事業の拡大に制約が及び財政状況や業績に影響を与える

可能性があります。 

 

ⅱ コンピューターシステム障害について 

  当社のシステムは、インターネットからの注文受付、注文発注、ポートフォリオ管理、情報提供等を司るフ

ロントシステム、マーケットとの取引を司るミドルシステム及び法定帳簿の記帳や取引報告書出力など取引決

済データ処理を司るバックシステムから構成されています。フロントシステム、ミドルシステム及びバックシ

ステムともに、平成 19 年２月 19 日より大幅なバージョンアップを行い、社内全体のシステム環境の強化を行

いました。また、取引注文の大部分はインターネットを通じて受注し、一連のコンピュータ処理システムへの

接続を通じて取引を執行しております。そのため、これらのシステムに動作不良や人為的ミス、アクセス数の

急激な増大による通信回線の障害、事故及び外部からの不正な侵入等の犯罪等により障害が発生し機能不全に

陥った場合には、顧客からの取引注文の受付、執行が行えなくなり、信用力低下や損害賠償請求等により当社

の業績等に重大な支障が生じる恐れがあります。また、当社の業務、データ設備は東京地区に集中しているた

め、東京地区における地震、火災、テロ、その他の災害または人災は当社の全業務に深刻な影響を及ぼす可能

性があります。 

 

ⅲ 経営陣への依存について 

 当社は、会社の規模が比較的小さく、４名の取締役を中心に業務の執行を行っており、特に当社の経営は代

表取締役社長である山本久敏の手腕に大きく依存しております。当社は取締役会やその他会議体での情報共有

や組織的経営の強化を行うことで権限の委譲を図り、特定の役員に対して過度な依存をしない経営体制の整備

を行っていますが、山本久敏あるいは他の取締役の業務の遂行の継続が困難となる事態が生じた場合には、当

社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 当社に関連する法的規制等がもたらすリスクについて 

 ⅰ 金融商品取引法について 

  金融商品取引法が平成 18 年６月に成立した背景には、政府が金融行政の方針を「貯蓄から投資へ」と進め

ている中で、法律の隙間を突く金融商品が相次ぎ、投資家が被害を受けるケースが幾度となくありました。リ

スクのある金融商品に対する規制はこれまでも、金融先物取引法、証券取引法、銀行法、信託業法、商品投資

に係る事業の規制に関する法律（通称：商品ファンド法）等、商品ごとにバラバラに規制されておりましたが、

それぞれ法律が異なっていたことから、新しい金融商品の出現に対応できず、その金融商品が規制の対象にな

らないという状態が起こるなど、事実上、どの法律の適用も受けずに営業されるなどの実態も生じておりまし
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た。金融商品取引法は、投資を拡大させ健全に金融業界を発展させるためには、これらの個別法を一元化し、

株式や投資信託、金融派生商品（デリバティブ）、商品先物、外国為替証拠金取引等、投資家が損失を被る可

能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律が必要となったことから制定されました。金融商品取引

法は平成 19 年９月 30 日より施行されており、当社も金融先物取引法の廃止及び金融商品取引法に一本化され

ることにより、同法の適用を受けることになりました。 

この金融商品取引法の施行は、監督官庁の指導、通達、または今後の改正状況等によって、当業界の規制が

強化され事業活動が制限される可能性、または体制整備のためのコスト増に繋がる、もしくは逆に緩和され競

争が促進されること等が起こる可能性があります。今後の状況次第では少なからず業務及び収益力等に影響を

与える可能性があります。 

 

a.登録制にかかるリスク 

  金融先物取引法は、通貨等及び金融指標を対象として、当事者間で転売または買戻しによる約定値の差に基

づく差金決済を行うことを約した取引等（以下、「金融先物取引」といいます。）を取扱う事業者を規制する法

律であります。平成 17 年７月１日より「金融先物取引法の一部を改正する法律」（以下、「改正金融先物取引

法」といいます。）が施行され、これまでの金融先物取引所における取引などの他に、外国為替証拠金取引や

これに類似する取引などについても金融先物取引と定義され、新たな規制の対象となり、また、金融先物取引

業が登録制となりました。当社はこの法律に則り、改正金融先物取引法第 56 条に基づく「金融先物取引業者」

の登録を受けておりましたが（関東財務局長(金先)第 56 号）、平成 19 年９月 30 日の金融商品取引法施行後に

おいては金融先物取引法は廃止されて金融商品取引法による規制対象となり、同法に基づき「金融商品取引業

者」としての登録を受けているものとみなされております（関東財務局長（金商）第 296 号）。金融商品取引

業については、金融商品取引法第 52 条第１項及び４項もしくは第 53 条第３項、同法第 54 条にて登録の取消

となる要件が定められており、これらに該当した場合登録の取消が命じられることがあります。当社は社内体

制の整備等を行い法令遵守の徹底を図っており、現時点においては取消事由に該当する事実はありません。し

かしながら、将来何らかの理由により登録等の取消あるいは監督当局からの行政指導等を受けることになった

場合、当社の業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 

b. 自己資本規制比率について 

 金融商品取引業者には、金融商品取引法に基づき、自己資本規制比率の制度が設けられています。自己資本

規制比率とは、固定化されていない自己資本の額の金融先物取引において発生し得る危険に対する額（いわゆ

る「リスク相当額」）に対する比率（資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資

産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由

により発生し得る危険に対する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率）をいい、毎月末及び内

閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならないとされています（金融商品取引法第 46 条の

６第１項）。また、金融商品取引業者は自己資本規制比率が 120％を下回ることのないようにしなければならな

い（同法第 46 条の６第２項）とも定められています。 

内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営または財産の状況に関し、公益または投資者の保護のため

必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融先物取引業者に対し、業務の方法の

変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができるとされ（同法第 51 条）、100％を下回

るときであって、公益または投資者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度におい
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て、３ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができ（同法第 53条第２項）、さら

に、業務停止の日から３ヶ月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き

100％を下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められ

るときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる（同法第 53 条第３項）とされています。ま

た、金融商品取引業者は、毎年３月、６月、９月及び 12 月の末日における自己資本規制比率を記載した書面

を作成し、当該末日から１ヶ月を経過した日から３ヶ月間、全ての営業所または事務所に備え置き、公衆の縦

覧に供しなければならない（同法第 46 条の６第３項）ともされています。 

 なお、当社における直近（平成 19 年９月）の自己資本規制比率は約 900％であり、自己資本規制比率の値を

上回っております。 

 本項目で記載されている要件に抵触した場合には業務の停止命令等の行政処分を受ける可能性があり、当社

の経営に支障をきたし、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

c. 顧客資産の分別管理について 

 金融商品取引法では、金融商品取引業者は、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客から預託を受けた金

銭又は有価証券その他の保証金については、自己の固有財産と区別して管理しなければならない旨が定められ

ております（金融商品取引法第 43 条の３第１項）。そこで当社は、外国為替取引における顧客からの預り資産

（外貨資産、スワップも含む）について、提携先金融機関を通じて独自の分別管理を行い、顧客資産を保全で

きる体制を整えております。当社の「トラスト アカウント プロテクション」は、取引証拠金の全額を外為証

拠金分別管理信託口座に信託し、全ての為替取引について外為証拠金分別管理信託口座でカバー取引を行うこ

とによって、証拠金及び為替損益を外為証拠金分別管理信託口座で分別保管しております。当社は、毎営業日

に当社のシステムにより時価残高（有効証拠金）の額を評価替えし、時価残高（有効証拠金）の総額以上の金

銭が外為証拠金分別管理信託口座に分別保管されていることを確認して、時価残高（有効証拠金）の保全を図

っております。しかしながら、為替相場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引を適切に行うことができ

なかった場合や当社のシステム障害等により時価残高（有効証拠金）の総額が正しく算定できなかった場合、

または当社の対応が適切でない場合など、外為証拠金分別管理信託口座で分別管理された金銭が時価残高（有

効証拠金）の総額に不足した場合には、顧客の時価残高の一部が返還されない恐れがあります。そのような事

態が起こった場合、当社は著しく信用を損なう恐れが想定され事業及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

d. 主要株主に関する規制について 

 金融商品引法第 32 条第１項では、金融商品取引業者の主要株主となった者は、遅滞なく、対象議決権保有

割合、保有目的、商号、本店又は主たる事務所の所在地等を記載した対象議決権保有届出書に所定の書類を添

付して内閣総理大臣に届け出なければならないとされています（ここでいう主要株主とは、法人の総株主又は

総出資者の議決権の 100 分の 20 以上(金融商品取引業等に関する内閣府令第 15 条で定める事実がある場合に

は 100 分の 15)の数の議決権を保有している者をいいます）。また、内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要

株主が同法第 29 条の４第１項第５号ニ（1）もしくは（2）またはホ（1）から（3）までに規定する欠格事由

に該当する場合には、当該業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命じることが

できます（同法第 32 条の２）。また金融商品取引業者の主要株主は、当該業者の主要株主でなくなった時は、

遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならないとされています（同法第 32 条の３）。なお、第 32
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条第１項の届出、第 32 条の２の命令及び第 32 条の３の届出については、同法第 194 条の７及び同施行令第 42

条の２第１項及び第２項により、本店所在地を管轄する財務局長または福岡財務支局長に権限が委任されてお

ります。 

 

e. 広告に関する法令等の規制について 

 金融商品取引法では、金融商品取引業者が金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものと

して内閣府令で定める行為をする時は、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならないとされてい

ます（同法第 37 条第１項、同法施行令第 16 条１項、金融商品取引業等に関する内閣府令第 72 条）。 

 一 当該金融先物取引業者の商号、名称又は氏名 

 二 金融商品取引業者である旨及び当該金融商品取引業者の登録番号 

 三 当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼす

こととなる重要なものとして政令で定めるもの 

 さらに、金融商品取引業者は、その行う金融商品取引に関して広告等をする時は、金融商品取引による利益

の見込等について、著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならな

いとされています（同法第 37 条第２項）。 

 

f. 広告等に関する自主規制基準について 

 金融先物取引業協会の広告基準では、協会員の行う広告等の表示及び方法の適正化を図るため、広告等・広

告媒体の定義、適正な情報の提供、禁止行為、会員の内部審査等、相談窓口の開設などについて定められてい

ます。協会員が広告等の表示や方法について協会に相談する場合には、「広告等に関する相談票」に広告等の

案文等の資料を添付して、協会の開設している相談窓口に提供するようにしています。また、協会員のうち当

社のような、いわゆる外国為替証拠金取引に関する広告等を不特定多数の者を対象に行った時は、当該広告等

の写し等を添付して、協会に「広告等に関する報告書」を提出することになっております。 

 

g. 適合性の原則、取引開始基準等について 

 金融商品取引業者は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を行わなければ

ならないとされています（金融商品取引法第 40 条）。 

 一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照

らして不適当と認められる勧誘を行って顧客の保護に欠けることになっており、または欠ける恐れがあ

ること。 

 二 業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認め

られる状況、その他業務の状況が公益に反し、または投資者の保護に支障を生ずる恐れがあるものとし

て内閣府令第 123 条に定める状況にあること 

 当社は、金融先物取引の受託等を行うにあたっては、顧客の実情に適合した取引を行うため、社内規程等に

て取引開始基準を定め、この基準に適合した顧客と取引を行うように努めておりますが、当社における不備に

より、上記事項に該当するような顧客と取引を行い、行政当局等から処分等を受けた場合は、業績に影響を及

ぼす可能性があります。 
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h. その他の禁止行為について 

金融商品取引法第 38 条では、勧誘の要請をしていない顧客に対し業者が訪問または電話による勧誘を行う

こと（いわゆる「不招請勧誘」）や、契約を締結しない旨の意思を表示した顧客に対する勧誘をすること、あ

るいは断定的判断を提供して顧客を勧誘すること等の禁止行為が定められております。特に、不招請勧誘の禁

止については、顧客が電話や個別訪問による勧誘を受け、リスクや取引の仕組みなどについて十分に理解しな

いまま受動的に取引を開始したことによるトラブルから社会問題に発展していたことに鑑み、平成 17 年７月

の金融先物取引法の改正により、投資家保護及び取引業者が適正な勧誘を履行するために設けられ、金融商品

取引法においても定められている法規制でありますが、当社は創業当時より、不招請勧誘の禁止を意識した営

業展開を行っておりましたので、かかる法改正後の影響も軽微であり、逆に同業他社との優位性を示す形にな

りましたが、今後、当社の事業拡大に当たり人員数増の結果、社員教育の徹底が疎かになり金融商品取引法第

38 条に抵触してしまうような行為が行われ、行政当局より処分等が行われた場合、当社業績に重要な影響を及

ぼす可能性があります。 

 

ⅱ 本人確認法について 

 当社は、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律（以下、「本

人確認法」といいます。）の規制を受けており、本人確認法第３条第１項、及び本人確認法施行規則第３条に

よって取引口座開設時の本人確認を本人確認法施行規則第４条に規定する運転免許証等の本人確認書類の写

しの受領によって行っております。しかしながら、今後より厳しい本人確認の実施を求める法令改正が行われ

る可能性があり、当該改正が行われれば、当社の取引口座の開設その他業務に影響を与える可能性があります。 

 

ⅲ 個人情報の保護に関する法律について 

 当社は、平成 17 年４月１日に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」の遵守を事業展開上重要な

経営課題と位置づけて取り組んでおります。 

 当社においては、平成 19 年７月にプライバシーマークを取得し、関連する社内規程を整備の上、役員及び

従業員への啓蒙・教育活動の実施に取り組んでおります。また、当社がその顧客情報を取扱う業務を外部に委

託する場合にも、外部委託先に対して秘密保持義務を課す等、その保護・管理には細心の注意を払っておりま

す。しかしながら、不測の事態によって個人情報の外部漏洩が発生した場合には、当社の信用低下や損害賠償

請求等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅳ 各種法的規制の変更について 

 当社は、金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法、信託法、外国為替自己資本規制に関する内閣府令、本

人確認法、個人情報の保護に関する法律等に加え、金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）、消費

者契約法、社団法人金融先物取引業協会の定める諸規則等の各種法的規制に従って業務を遂行しております。

当社はコンプライアンスの徹底を図り各種法令等の遵守に努めておりますが、将来的に当社業務に関係する各

種法令等や実務慣行、解釈等の新設や変更等があった場合には、当社の各種業務や財務方針等または当社の顧

客の取引動向に関係し、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、昨今、投資家の外国為替

証拠金取引により得た収入に関する報道等がなされ、税金に関する規制が強化される可能性も考えられます。

これにより、投資家の投資意欲の減退等により、当社の業績等にも影響を与える可能性があります。 
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⑤ 訴訟等の可能性について 

 本短信提出日現在、当社の事業に重大な影響を及ぼす訴訟等はありません。また、当社の事業展開に重大な

影響を及ぼす訴訟に進展する恐れのある紛争・係争等もありません。しかしながら、当社の事業の特性から、

例えば取引ルールの解釈の不一致等の原因などにより、顧客に損失が発生した場合等には、訴訟を提起される

可能性もあります。この場合、訴訟金額によっては、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、訴

訟内容によっては当社の信用力の低下により、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 

 

⑥ 今後の事業展開にかかるリスクついて 

 当社は、変化する顧客ニーズに迅速に対応し、更なる成長、企業価値の向上を実現していくことを課題とし

ております。当社の取扱通貨ペア数は８通貨ペアと同業他社と比較して少なく、当社の通貨ペア別取引高もや

や「米ドル／円」への偏重が見られておりました。したがって限られた取扱通貨ペアの対象通貨国金利動向や

金利差が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

平成 19 年２月 26 日より「香港ドル／円」「南アフリカランド／円」の取扱いを開始いたしましたが、従来、

当社が扱っていた６通貨ペアよりも取引手数料を低く設定しているため、「香港ドル／円」「南アフリカランド

／円」を取扱う以前と比べて、通貨ペア別取引高に変化が起こっており、特に「南アフリカランド／円」の取

引高の増加が顕著に見受けられますが、この傾向が続く保証はありません。当社では、取扱商品の充実を図る

ため、通貨の流動性リスクを考慮しながら取扱通貨ペアの拡大を図っております。また、「プライベートバン

キング・ソリューション」としての顧客サービスの充実等、既存の事業を一層拡充していくことが更なる当社

の成長につながると考えております。しかし、これらの施策が十分に達成できない場合や顧客のニーズを十分

に反映できない場合には、当社の成長を阻害する要因にもなり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

⑦ その他のリスク 

ⅰ 社歴が浅いことについて 

 当社は平成 14 年 10 月に独立系の外国為替証拠金取引専門会社として事業を開始いたしました。そのため、

当社は社歴が浅く、当社の期間業績比較を行うための十分な財務数値を得ることができません。今後の当社の

売上高、利益等の成長性を判断する材料としては慎重に検討される必要があります。 

 

ⅱ 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズとの関係について 

平成 19 年９月 30 日現在の株主名簿によると、Apax Globis Japan Fund, L.P. は当社株式総数の 14.60％を

保有しており（潜在株式も含む）、同ファンドを運営する株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズか

らは、秦孝昭が当社の経営をモニタリングすることを主な目的として、当社の取締役（非常勤）に就任してお

ります。 

Apax Globis Japan Fund, L.P. の当社株式の主な所有目的は、株式公開後に当社株式を売却してキャピタ

ルゲインを得ることであることから、同ファンドは当社の株式公開後において所有する株式の全部または一部

を売却することが想定されます。当該株式売却により、短期的に需給バランスの悪化が生じ、当社株式の市場

価格に影響を及ぼす可能性があります。また、同ファンドの方針によっては、秦取締役が当社の取締役を退任

する可能性があります。 
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ⅲ 株式会社 T&C ホールディングスグループとの関係について 

平成 19 年９月 30 日現在の株主名簿によると、株式会社 T&C ホールディングス及びその関係する会社である

T&C CAPITAL,LTD.は、両社合計で当社株式総数の 4.7％（潜在株式も含む）を保有しておりましたが、当社上

場時に株式会社 T&C ホールディングス 680 株、T&C CAPITAL,LTD. 360 株売出しており、その株数及び比率は低

下しております。また、当社は T&C CAPITAL,LTD.が組成するファンドに合計 120 百万円を投資しており、株式

会社T&Cホールディングスの子会社である株式会社マネーアンドマネーの代表取締役が当社の主催するセミナ

ーでの定期的講演あるいは同社からの為替情報の当社ホームページ掲載等の取引関係があります。同社は当社

に口座を有しており、当社の外国為替証拠金取引の顧客となっております。当社では今後も同社との友好な関

係を維持していく方針ですが、当社と同社の協力関係は今後も継続するという保証はなく、両社の関係に変化

が生じた場合等には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅳ ベンチャーキャピタル及び投資事業組合の当社株式保有比率について 

 平成 19 年９月 30 日現在の株主名簿によると、ベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した

投資事業組合（以下、「ＶＣ等」という。）は当社株式総数の 26.4％（潜在株式も含む）を保有しております。

一般的に、ＶＣ等による当社株式の所有目的は、株式公開後に当社株式を売却してキャピタルゲインを得るこ

とであることから、ＶＣ等は当社の株式公開後において所有する株式の全部または一部を売却することが想定

されます。なお当該株式売却により、短期的に需給バランスの悪化が生じる可能性があり、当社株式の市場価

格に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅴ 新株予約権（ストックオプション含む）について 

 平成 19 年９月 30 日現在、ストックオプションを含む新株予約権による潜在株式総数は 6,830 株であり、こ

れら新株予約権が全て行使された場合、行使前発行済株式総数 48,261 株の 14.2％に当たります（上場後の行

使前発行済株式総数 52,261 株の場合は 13.1％）。現在付与されている新株予約権の行使が行われた場合、当社

の１株当たりの株式価値が希薄化し、当社株式の価格形成に影響を与える可能性があります。また、会社法施

行以降、ストックオプション等を付与する場合は費用計上が義務付けられたため、今後のストックオプション

の付与により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 

当社は非連結会社であるため、企業集団はありません。 

当社の事業内容は、インターネット及び電話による外国為替証拠金取引サービスの提供を行う外国為替関連事

業であります。当社は、「プライベートバンキング・ソリューション」を掲げ、平成 16 年７月に開始した預託金

の全てを分別管理・保全する信託保全スキーム（外為証拠金分別管理信託「トラストアカウントプロテクション」）

のもと安心・安全を第一に中長期での資産運用を考える富裕層や事業法人、また外国為替取引を実務的に必要と

している事業法人等を中心とした顧客を対象に、コンサルティングに注力したセミナーの実施やマーケティング

活動及び顧客サポートの提供等を行っております。 

当社の取引のイメージ図は下記のとおりであります。 

 

 
※ 当社は、顧客との取引により生じる当社の外国為替建玉（ポジション）相当については反対売買を行うことによ

り、為替変動リスク及びスワップ負担リスクを回避しております。 

また、当社の信託保全スキーム及び事業系統図は以下のとおりであります。 

 

 

 

※当社では、証拠金残高の正確性を確認することを目的としたチェックを行っております。また、証拠金残高に関連しては

監査法人が当社と合意した手続きを実施しております。 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社の経営理念は、「挑戦と規律」“Challenge and Standard”を基本としております。 

平成 10 年、外為法が改正されて以来、新たに個人投資家にも外国為替市場が開放されました。当社はこの市

場と顧客の架け橋となるべく、次の２つの言葉を理念として掲げております。 

①“Challenge”「挑戦」 私たちは３つの Pに Challenge いたします。 

・ Pioneer  ---既成概念や常識にとらわれない新たな金融市場の開拓 

・ Professional --- 高品質の商品とサービスの提供を追及するプロフェッショナルマインド 

・ Partnership ---わかり合い、ともに歩む、お客様と結ぶ長く厚い信頼関係 

②“Standard”「規律」 私たちは３つの Standard の実現を目指します。 

・ High Standards of Discipline （高い規律） 

・ de facto Standard   （業界標準） 

・ Global Standard   （世界標準） 

外為投資はリスクを持った取引であり、そのリスクを十分に理解し、金融商品としての「規律」を保っていく

ことで、当社はこれからの業界の“Standard”「標準」を作るよう努めて参ります。 

また当社では、「卓越した資産保全策による投資家保護方針と、少数精鋭による高度に洗練されたマーケティ

ング」のもと、顧客から預かった財産を当社の固有の財産と分別して、確実かつ整然と保管する業界 高レベル

の分別管理信託を確立し、確固たる投資家保護を貫いております。この仕組みのもとに、外為市場で優れた実績

を持つ少数精鋭のスタッフが顧客のニーズに一つ一つ応えております。当社は、顧客の投資経験や運用スタイル

に合わせながら、高度に洗練されたマーケティングに基づいて無理のない も適切な投資方法を案内していくよ

う努めております。 

 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、収益性の面では株主資本の効率性を示す株主資本利益率（ROE）を重視し、安全性の面に関しては、

顧客の大事な資産を預かり、リスクを取りながら運用していただく金融商品を取り扱っていることを鑑み、安

心・安全な投資環境を提供することが重要であるとの認識から、自己資本規制比率を重視しております。 

 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、これまで既存の大手金融機関に依存してきた外国為替取引に新たな外国為替証拠金取引のスタイルを

目指し、サービスブランドである「プライベートバンキング・ソリューション」を掲げ、外国為替証拠金取引を

資産運用と捉え、卓越した信託保全スキーム及び安心・安全を第一にした投資家保護、コンサルティング及び顧

客サポートを重点的に行い、安定的持続成長が可能な企業体質の基礎を築いて参りました。その中で、当社の中

長期的な会社の経営戦略については、企業として第１ステージから第２ステージへの脱皮を図る断簡であると認

識しております。具体的には、①顧客サービス（「プライベートバンキング・ソリューション」サービス）の充

実、②ブランド力の向上、③コンプライアンスの強化及び内部管理体制の徹底、④顧客預り残高の拡大、⑤営業

収益の拡大、⑥人材育成の充実、以上を実行し、安定的持続成長が可能な企業体質を確固たるものとして構築し、

当社に関わる全てのステークホルダーのため、企業価値の 大化飛躍・成長を図って参ります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

当社は「挑戦と規律」という企業理念のもと、外国為替を専門に取扱う金融機関として、日々刻々と変化する

顧客ニーズにお応えできるよう注力して参りました。しかし、外国為替証拠金取引事業に特化している当社は、

他の金融機関と異なり市況環境が悪化した場合、顧客の代替投資対象となる他の金融商品の取扱いを行っていな

いため、収益面において外国為替相場の環境に左右される可能性があります。今後、当社は為替相場や市況の好

不況に関わらず安定的に収益を計上するため、既存の事業を一層拡充することに加え、収益源の多様化やブラン

ド力の向上を実現していくことが課題であると認識しております。また、投資家のニーズに基づく総合的な資産

運用スキームの構築などを、アライアンスを含めた他の金融機関との連携を視野に含めた上で強化していきたい

と考えております。 

このような認識のもと、当社といたしましては、以下の施策に取り組んでいく方針であります。 

 

① 人材の育成と充実 

当社が属する外国為替証拠金取引業界は、業界が誕生してからの歴史がまだ比較的浅く、今日急速にマーケッ

トが拡大しております。そのような状況の中、優秀な人材の確保、人材の継続的な育成と適材適所への配備が当

社発展の根幹であると考えております。 

現在、当社では即戦力となる正社員の中途採用に加えて、新卒採用も行い、人材の育成を行うことにより、人

材レベルの維持に努めております。また、優秀な人材を確保するため、実力本位の人事処遇制度を採用する方針

をとっております。 

今後は、積極的な採用活動を継続し、ノウハウや社員教育の体系化、社員のレベルに応じた研修、ＯＪＴによ

る人材育成体制等の確立に一層取り組んで参る所存であります。また、外国為替証拠金取引業界だけではなく広

く金融分野に精通し、その中で、外国為替証拠金取引を資産運用の手段として捉え、提案することのできる人材

を育成していくよう努めて参ります。 

 

② 収益源の多様化について 

創業来、当社の外国為替証拠金取引における取扱通貨ペアは、「米ドル／円」「ユーロ／円」「ユーロ／米ドル」

「豪ドル／円」「ニュージーランドドル／円」「英ポンド／円」の６通貨ペアであり、これらの通貨ペアを基に顧

客基盤の開拓及び事業の拡大に注力して参りました。そしてさらに平成 19 年２月 26 日より「香港ドル／円」「南

アフリカランド／円」の２通貨ペアの取扱いも開始いたしました。当社が取扱う通貨ペアは、Ｇ７通貨を中心と

したカントリーリスクが少ないと考えられる国の通貨を選択し、その流動性を確認した上で商品として投資家に

提供しております。 

今後も必要に応じて通貨の流動性リスクを重視した上で、慎重に取扱通貨ペアを拡大していくことを検討して

おります。当社は iFX Style 以外の金融商品を取扱っておりませんが、通貨ペアでの分散投資を可能とし、「プ

ライベートバンキング・ソリューション」としての顧客満足が高まる取扱商品等に関して更なる充実を図り、マ

ーケット環境の急激な変化が起こった時でも安定して収益を拡大していけるよう収益源の多様化を行って参り

ます。 

 

③ 法人顧客の獲得について 

当社は、平成 16 年７月より外為証拠金分別管理信託（トラスト アカウント プロテクション）を用いた信託

保全スキームを活用することにより、中小事業法人顧客のヘッジ目的の為替取引から運用まで幅広く提供して参
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りました。現在、カスタマー事業部（営業部門）内において、法人顧客対応の人員を配備しており、中小事業法

人顧客に対し、個別の案件ごとに実践的なコンサルティングの提供を行うことができる体制を整えております。 

今後も、継続的な営業収益の拡大のために、外国為替取引を実務的に必要としている事業法人等の顧客の獲得

に重点的に取り組む必要があると考えております。 

 

④ ブランド力の向上、信頼感の浸透 

当社が展開する外国為替証拠金取引事業は業界自体の歴史が浅い新しい金融業界のカテゴリーであり、平成 17

年７月の改正金融先物取引法（現・金融商品取引法）により金融庁への登録制に移行したとはいえ、投資家、顧

客、取引先等への信頼性の確保は引き続き重要であると考えております。その中で当社は業界の中でも極めて高

い信頼性を確保するため、また、競業他社とのシェア拡大競争のために、ブランド力の維持及び向上に注力して

いく必要があると考えております。 

そこで当社は、富裕層や資産運用層に対して資産運用としての外国為替証拠金取引を提案し、当社が確立した

信託保全スキームのもと、安心・安全を第一に中長期でゆとりある資産運用コンサルティングを提供する「プラ

イベートバンキング・ソリューション」としてのブランド戦略及び積極的な情報発信に努めるとともに、法令遵

守の徹底、情報管理等の体制強化により、信頼性の確保、維持、向上に努め、顧客が安心して当社と取引ができ

るよう、社会的信用の高い企業としての環境を整備して参ります。 

 

⑤ コンプライアンスの徹底及び内部管理体制の強化 

当社の主要な取扱商品はハイリスク・ハイリターン型の金融商品であるため、金融商品の販売等に関する法律、

平成 19 年９月 30 日に施行された金融商品取引法等、各種法令等を遵守すること及び適切な内部牽制機能を備え

た内部管理体制を構築することが、当社の会社運営上重要な事項の一つであると認識しております。 

当社は顧客の新規取引開始にあたっては十分な商品説明、取引方法、リスク説明等を行っており、その説明等

を行うカスタマー事業部（営業部門）員に対しては、コンプライアンスに関する研修も含めた社員教育等を行う

ことで、正確な商品知識、適正な投資勧誘方法の習熟を図っております。また、全役職員に対して外務員資格の

取得を奨励し、全社的なコンプライアンス体制の強化を図っております。 

今後は営業部門だけでなく管理部門等も含めた社内全体における牽制機能をさらに強化し、さらなるコンプラ

イアンスの徹底を図り、倫理的な企業風土の構築及び内部管理体制の充実に努めて参ります。 
 

⑥ ＣＲＭ（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント） 

当社は「プライベートバンキング・ソリューション」を掲げ、長期的な投資スタンスによる資産運用コンサル

ティングを行っているため、顧客との長期的な関係を築いていくことが不可欠であると認識しております。しか

し、当社は、電話やオンラインでのサービスを主業務とするため、顧客との直接的な接点が限られております。

そこで当社は、全顧客に対して効率的かつ効果的な対応を行うことができるよう、ＣＲＭ（カスタマー・リレー

ションシップ・マネジメント）の構築に取り組む必要があると認識しております。 

ＣＲＭとはカスタマー・リレーションシップ・マネジメントの略であり、情報システムの活用により、顧客満

足度の向上のため長期的に顧客との関係を築いていくことを重視する経営手法のことであります。現在、当社は、

顧客情報の一元化及び社内での共有化のため、全顧客に関するデータベースの作成を行っている 中であります。

さらに、顧客データベースにおいてそれぞれの顧客とのすべてのやりとりの管理を行う予定であります。顧客デ

ータベースを活用し、それぞれの顧客のニーズに合う適切な対応を行うことにより、顧客満足度の向上を目指し
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ております。 

今後も「プライベートバンキング・ソリューション」の一環として、それぞれの顧客へのきめ細かな対応を行

うことができるよう、ＣＲＭを確立し、顧客との長期的な関係の構築に注力して参ります。 

 

⑦ システムの増強について 

当社は、お客様の資産運用の方針として「プライベートバンキング・ソリューション」を掲げ、長期の資産運

用コンサルティングを目指し、顧客との限られた接点を重視しておりますが、現在、取引注文の大部分はインタ

ーネットを通じた取引であります。当社は平成 19 年２月 19 日より従来の当社システムの全般的なバージョンア

ップを行いましたが、将来の事業拡大、顧客拡大に向けて、さらに全システムの増強が重要であると認識してお

ります。 

また、地震等の災害時における現本社機能が停止状態に陥った時の備えとして、平成 19 年 11 月１日よりテレ

コムセンタービル（東京都江東区）に分室を設け、当社本社機能、注文受発注のバックアップ体制、データ設備

のバックアップオフィスとして位置付けております。 

今後も 24 時間動き続ける外国為替市場において顧客がいつでも安心して取引を行える環境を提供することが

できるよう、システム等の増強、天災対策等を含めた取引環境の整備に努めて参ります。 

 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４ 中間財務諸表 

 (1)中間貸借対照表 

 

  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) 

区分 注記 
番号 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  2,360,276 1,724,113  

 ２ 分別管理信託 ※１ 19,705,381 22,361,236  

 ３ 前払費用  14,433 10,672  

 ４ 繰延税金資産  22,390 25,516  

 ５ その他  423 ―  

   流動資産合計  22,102,904 98.3  24,121,537 98.5

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※２ 95,006 0.4 104,211  0.4

 ２ 無形固定資産  74,298 0.3 60,966  0.2

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  128,478 153,374  

  (2) 長期前払費用   498 681  

  (3) 差入保証金  80,215 56,597  

  (4) 繰延税金資産  12,892 3,680  

  (5) その他  210 174  

   投資その他の資産 
   合計  222,294 1.0 214,508  0.9

   固定資産合計  391,599 1.7  379,686 1.5

   資産合計  22,494,503 100.0  24,501,224 100.0
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  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) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 未払金  59,340 87,715  

 ２ 未払法人税等  292,181 346,266  

 ３ 顧客預り勘定 ※３ 19,538,697 22,193,338  

 ４ 役員賞与引当金  ― 30,000  

 ５ その他  7,626 4,826  

   流動負債合計  19,897,845 88.5  22,662,146 92.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 新株予約権付社債  27,000 111,000  

   固定負債合計  27,000 0.1  111,000 0.4

   負債合計  19,924,845 88.6  22,773,146 92.9

 (純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  808,085 3.6  527,835 2.2

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  713,085 432,835  

    資本剰余金合計  713,085 3.2  432,835 1.8

 ３ 利益剰余金    

   (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  1,051,940 720,534  

    利益剰余金合計  1,051,940 4.7  720,534 2.9

   株主資本合計  2,573,110 11.4  1,681,204 6.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 
   差額金  △3,452 4,373  

   評価・換算差額等合計  △3,452 △0.0  4,373 0.0

Ⅲ 新株予約権  ― ―  42,500 0.2

   純資産合計  2,569,658 11.4  1,728,077 7.1

   負債・純資産合計  22,494,503 100.0  24,501,224 100.0
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 (2)中間損益計算書 

 

  
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) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比
(％)

Ⅰ 営業収益    

 １ トレーディング損益  1,155,884 1,765,184  

 ２ その他  180 1,156,064 100.0 360 1,765,544 100.0

Ⅱ 営業費用    

 １ 販売費及び一般管理費  437,072 37.8  815,518 46.2

   営業利益  718,992 62.2  950,025 53.8

Ⅲ 営業外収益 ※１ 3,616 0.3  2,402 0.1

Ⅳ 営業外費用 ※２ 13,238 1.1  5,913 0.3

   経常利益  709,369 61.4  946,515 53.6

Ⅴ 特別損失    

 １ 投資有価証券評価損  11,700 1.0  ― ―

  税引前中間(当期)純利益  697,669 60.4  946,515 53.6

  法人税、住民税 
  及び事業税  286,303 413,620  

  法人税等調整額  △716 285,586 24.7 △14,403 399,216 22.6

  中間(当期)純利益  412,083 35.7  547,298 31.0
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 (3)中間株主資本等変動計算書 

 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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 
繰越利益 
剰余金 

株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 527,835 432,835 720,534 1,681,204

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 280,250 280,250 ― 560,500

剰余金の配当（千円） ― ― △80,676 △80,676

 中間純利益(千円) ― ― 412,083 412,083

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の 
 変動額(純額)(千円) 

― ― ― ―

中間会計期間中の変動額 
合計(千円) 

280,250 280,250 331,406 891,906

平成19年９月30日残高(千円) 808,085 713,085 1,051,940 2,573,110

 

評価・換算 
差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 4,373 42,500 1,728,077

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 ― ― 560,500

剰余金の配当（千円） ― ― △80,676

 中間純利益(千円) ― ― 412,083

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の 
 変動額(純額)(千円) 

△7,826 △42,500 △50,326

中間会計期間中の変動額 
合計(千円) 

△7,826 △42,500 841,580

平成19年９月30日残高(千円) △3,452 ― 2,569,658
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 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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備金

繰越利益剰余金

株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 499,065 404,065 203,235 1,106,365

事業年度中の変動額  

 新株の発行（千円） 87,995 87,995 ― 175,990

 役員賞与（千円） （注） ― ― △30,000 △30,000

 当期純利益（千円） ― ― 547,298 547,298

 自己株式の取得及び処分（千円） △59,225 △59,225 ― △118,450

 株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) （千円） 

― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) 28,770 28,770 517,298 574,838

平成19年３月31日残高(千円) 527,835 432,835 720,534 1,681,204

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,689 42,500 1,150,555

事業年度中の変動額  

 新株の発行（千円） ― ― 175,990

 役員賞与（千円） （注） ― ― △30,000

 当期純利益（千円） ― ― 547,298

 自己株式の取得及び処分（千円） ― ― △118,450

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額) （千円） 

2,683 ― 2,683

事業年度中の変動額合計(千円) 2,683 ― 577,522

平成19年３月31日残高(千円) 4,373 42,500 1,728,077

（注）役員賞与は、平成 18 年６月に開催した定時株主総会における利益処分項目であります。 
 

 



 ㈱マネースクウェア・ジャパン（8728）平成 20 年 3 月期 中間決算短信（非連結） 

平成 20 年３月期 - 25 -  

 (4)中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税引前中間(当期)純利益  697,669 946,515 

 ２ 減価償却費  20,553 44,366 

 ３ 株式交付費  4,368 241 

 ４ 役員賞与引当金の増減額  △30,000 30,000 

 ５ 受取利息  △3,616 △2,099 

 ６ 支払利息及び社債利息  1,704 5,670 

 ７ 為替差損益  58 △17 

 ８ 投資有価証券評価損  11,700 ― 

 ９ 分別管理信託の増減額（△は増加）  2,668,167 △8,952,050 

 10 前払費用の増減額（△は増加）  △3,761 1,715 

 11 未払金の増減額（△は減少）  △27,809 18,299 

 12 顧客預り勘定の増減額（△は減少）  △2,654,641 8,937,129 

 13 役員賞与の支払額  ― △30,000 

 14 その他  3,563 2,652 

    小計  687,956 1,002,423 

 15 利息の受取額  3,616 2,099 

 16 利息の支払額  △2,269 △6,012 

 17 法人税等の支払額  △341,391 △218,644 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  347,911 779,865 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金の預入による支出  △500,000 △1,000,000 

 ２ 投資有価証券の取得による支出  ― △45,000 

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △1,406 △21,784 

  ４ 無形固定資産の取得による支出  △23,272 △9,766 

  ５ 差入保証金の差入による支出  △23,617 △452 

  ６ 差入保証金の回収による収入  ― 746 

  ７ その他  △36 △64 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △548,333 △1,076,321 
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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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入による増加  ― 20,000 

 ２ 短期借入金の返済による減少  ― △20,000 

 ３ 株式の発行による収入  429,631 ― 

 ４ 株式の発行による支出  ― △241 

５ 配当金の支払額  △80,676 ― 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  348,955 △241 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △58 17 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  148,475 △296,679 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  838,443 1,135,123 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 986,918 838,443 
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 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
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 分別管理信託の評価基準

及び評価方法 

時価法を採用しております。 

 

 

同 左 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法を採用しております。 

 

 

同 左 

３ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しており

ます。 

 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しており

ます。 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

但し、建物（建物附属設備は除く）

については、定額法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

・建            物：８～15年 

・工具器具及び備品：４～20年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

 

(1) 有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同 左 

 

５ 繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用として処理し

ております。 

 

同 左 

６ 引当金の計上基準 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備え

るため、支給見込額を計上しており

ます。 

同 左 
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項目 
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) 

７ 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 

８ 中間キャッシュ・フロー計

算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び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

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同 左 

９ 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 

 

消費税及び地方消費税の処理方法 

税抜方式を採用しております。 

また、控除対象外消費税等は、発

生事業年度の費用として処理して

おります。 

同 左 
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 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
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) 

当中間会計期間から、平成19年度の法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した減価償

却資産については、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

なお、この変更による当中間会計期間の損益に与

える影響は軽微であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」（企業会計基準第５号平成17年12

月９日）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」（企業会計基準適用指針

第８号平成17年12月９日）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

1,685,577千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度

末における貸借対照表の純資産の部については改正

後の財務諸表等規則により作成しております。 

 

 

 

                       役員賞与に関する会計基準 

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用して

おります。 

これにより、営業利益、経常利益、税引前当期純

利益がそれぞれ30,000千円減少しております。 

 

 

 

 表示方法の変更 

 
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) 

                       繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い 

当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応報告第19号）を適用しております。 

 なお、前事業年度において、損益計算書の営業外

費用の内訳として表示していた「新株発行費」は、

当事業年度から「株式交付費」として表示しており

ます。 

 また、前事業年度において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローの内訳として表示していた「新株発

行費」は、当事業年度から「株式交付費」として表

示しております。 
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 (5)注記事項 

 （中間貸借対照表関係） 

 
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 分別管理信託 

外国為替証拠金取引に係る顧客から受け入れた取

引証拠金等を分別保管するため、信託銀行と外為証

拠金分別管理信託契約を締結しております。 

 

※１        同 左 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

47,893千円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

37,281千円  

 

※３ 顧客預り勘定 

顧客との外国為替証拠金取引により発生するもの

であり、顧客から受け入れた取引証拠金に顧客の損

益を含めた残高で表示しております。 

なお、顧客預り勘定の内訳は下記のとおりであり

ます。 

 

預り証拠金 24,524,068 千円
確定損益未受渡分 △11,600 千円
未決済残高評価損益 △4,973,771 千円

顧客預り勘定 合計 19,538,697 千円
 

 

※３ 顧客預り勘定 

顧客との外国為替証拠金取引により発生するもの

であり、顧客から受け入れた取引証拠金に顧客の損

益を含めた残高で表示しております。 

なお、顧客預り勘定の内訳は下記のとおりであり

ます。 

 

預り証拠金 24,365,488 千円
確定損益未受渡分 124,556 千円
未決済残高評価損益 △2,296,705 千円

顧客預り勘定 合計 22,193,338 千円
 

 

  

 

 （中間損益計算書関係） 

 
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 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3,616千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,099千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 229千円

社債利息 1,474千円

株式交付費 4,368千円

公開準備費用 7,166千円

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 179千円

社債利息 5,490千円

株式交付費 241千円
 

３ 有形固定資産の減価償却額 

10,612千円

無形固定資産の減価償却額 

9,941千円

 

３ 有形固定資産の減価償却額 

25,257千円 

無形固定資産の減価償却額 

19,108千円 
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 （中間株主資本等変動計算書関係） 

 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） 

 １．発行済株式に関する事項 

 
当中間会計期間 

株式の種類 前事業年度末 
増加株式数 減少株式数 

当中間 

会計期間末 

普通株式（株） 36,671 11,590 ― 48,261 

合計（株） 36,671 11,590 ― 48,261 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は次の通りであり、すべて平成19年８月９日付けにて行われております。 

・第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加600株 

・第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加400株 

・第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加1,800株 

・第２回新株予約権の権利行使による増加80株 

・第３回新株予約権の権利行使による増加180株 

・第４回新株予約権の権利行使による増加30株 

・第６回新株予約権の権利行使による増加8,500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 

 

目的となる株式の数（株） 

新株予約権 

の内訳 

目的となる

株式の種類 前事業

年度末
増加 減少 

当中間

会計 

期間末

当中間会

計期間末

残高 

(千円) 

摘要 

第１回無担保転換社債型 
新株予約権付社債 

普通株式 600 ― 600 ― ― 
 

第２回無担保新株予約権付社債 普通株式 100 ― ― 100 ―  

第４回無担保転換社債型 
新株予約権付社債 

普通株式 1,300 ― 400 900 ― 
 

第５回無担保転換社債型 
新株予約権付社債 

普通株式 1,800 ― 1,800 ― ― 
 

第２回新株予約権 普通株式 210 ― 80 130 ―  

第３回新株予約権 普通株式 180 ― 180 ― ―  

第４回新株予約権 普通株式 30 ― 30 ― ―  

第５回新株予約権（ストック・オプ

ションとしての新株予約権） 
普通株式 5,700 ― ― 5,700 ― （注）２

第６回新株予約権 普通株式 8,500 ― 8,500 ― ―  

合計  18,420 ― 11,590 6,830 ―  

（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 第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
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 ４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
 

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19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 80,676 2,200.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 
 (2) 基準日が当中間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会計期間後となるもの 

   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） 

１. 発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 31,138 5,533 ― 36,671 

Ａ種優先株式(株) 2,615 ― 2,615 ― 

Ｂ種優先株式(株) 1,000 ― 1,000 ― 

合計(株) 34,753 5,533 3,615 36,671 

（変動事由の概要） 

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。 

・平成19年２月６日付にてＡ種優先株式（取得請求権付株式）の種類株主である Apax Globis Japan Fund, L.P. 三生３号

投資事業組合、あおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合から、それぞれＡ種優先株式の取得請求が行われ、

同日付で普通株式2,615株を交付しております。 

・平成19年２月６日付にてＢ種優先株式（取得請求権付株式）の種類株主である Apax Globis Japan Fund, L.P. から、Ｂ

種優先株式の取得請求が行われ、同日付で普通株式1,000株を交付しております。 

・平成 19 年３月 16 日付にて第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の社債権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. か

ら早期一括償還による新株予約権行使請求及び転換請求が行われ、同日付で普通株式 1,918 株を交付しております。 

 

２. 自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

Ａ種優先株式(株) ― 2,615 2,615 ― 

Ｂ種優先株式(株) ― 1,000 1,000 ― 

合計（株） ― 3,615 3,615 ― 

（変動事由の概要） 

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。 

・平成19年２月６日付にてＡ種優先株式（取得請求権付株式）の種類株主である Apax Globis Japan Fund, L.P. 三生３号

投資事業組合、あおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合から、それぞれＡ種優先株式の取得請求が行われ、

同日付でＡ種優先株式2,615株を取得し、同時に消却を行っております。 

・平成 19 年２月６日付にてＢ種優先株式（取得請求権付株式）の種類株主である Apax Globis Japan Fund, L.P. から、Ｂ

種優先株式の取得請求が行われ、同日付でＢ種優先株式 1,000 株を取得し、同時に消却を行っております。 
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３. 新株予約権等に関する事項 

 

目的となる株式の数（株） 
新株予約権 

の内訳 

目的となる

株式の種類 前事業

年度末
増加 減少 

当事業 

年度末 

当事業年

度末残高

(千円) 

摘要 

第１回無担保転換社債型 
新株予約権付社債 

普通株式 600 ― ― 600 ―

第２回無担保新株予約権付社債 普通株式 100 ― ― 100 ―

第３回無担保転換社債型 
新株予約権付社債 

普通株式 1,918 ― 1,918 ― ― (注)１

第４回無担保転換社債型 
新株予約権付社債 

普通株式 1,300 ― ― 1,300 ―

第５回無担保転換社債型 
新株予約権付社債 

普通株式 1,800 ― ― 1,800 ―

第２回新株予約権 普通株式 210 ― ― 210 ―

第３回新株予約権 普通株式 180 ― ― 180 ―

第４回新株予約権 普通株式 30 ― ― 30 ―

第５回新株予約権(ストック・ 
オプションとしての新株予約権) 

普通株式 5,700 ― ― 5,700 ― (注)２

第６回新株予約権 普通株式 8,500 ― ― 8,500 42,500

合計  20,338 ― 1,918 18,420 42,500

(注)１ 目的となる株式の数の変動理由 

第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は社債権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平成19

年３月16日付にて早期一括償還による新株予約権行使請求及び転換請求が行われ、同日付で新株予約権1,918株全

ての行使が行われたことによるものであります。 

２ 第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

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) 基準日が前事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
決議 株式の種類 配当の原資

配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 80,676 2,200.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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 （中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 2,360,276千円

外国為替証拠金取引顧客分別金 △24,092千円

分別管理信託（自己勘定） 150,734千円
預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

△1,500,000千円

 現金及び現金同等物 986,918千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,724,113千円

外国為替証拠金取引顧客分別金 △231,002千円

分別管理信託（自己勘定） 345,331千円
預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

△1,000,000千円

 現金及び現金同等物 838,443千円
 

２ 重要な非資金取引の内容 

 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

転換による資本金増加額 9,000千円

転換による資本準備金増加額 9,000千円

転換による社債の減少額 18,000千円

 

 第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

転換による資本金増加額 6,000千円

転換による資本準備金増加額 6,000千円

転換による社債の減少額 12,000千円

 

 第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

転換による資本金増加額 27,000千円

転換による資本準備金増加額 27,000千円

転換による社債の減少額 54,000千円

 

新株予約権の行使 

行使による資本金増加額 21,250千円

行使による資本準備金増加額 21,250千円

行使による新株予約権の減少額 42,500千円

 

 

２ 重要な非資金取引の内容 

 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換 

転換による資本金増加額 28,770千円

転換による資本準備金増加額 28,770千円

転換による社債の減少額 57,540千円
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 （リース取引関係） 

 
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 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) 

工具器具 
及び備品 7,430 4,799 2,631

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

１ 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) 

工具器具 
及び備品 7,430 3,796 3,634 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 923千円

１年超 1,708千円

合計 2,631千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,572千円

１年超 2,061千円

合計 3,634千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1,002千円

減価償却費相当額 1,002千円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 2,005千円 

減価償却費相当額 2,005千円 
 

 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、残存価額をゼ

ロ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 
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 （有価証券関係） 

 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） 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

 その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 13,300 13,300 ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 101,000 95,178 △5,821

合計 114,300 108,478 △5,821

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

 その他有価証券 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

 その他  20,000

計 20,000

 
 

 前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 前事業年度末(平成19年３月31日) 

 その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 25,000 32,700 7,700

② 債券 ― ― ―

③ その他 101,000 100,674 △325

合計 126,000 133,374 7,374

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

 その他有価証券 
貸借対照表計上額 

(千円) 

 その他  20,000

計 20,000
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 （デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

 
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) 取引の内容及び利用目的等 

  当社は、顧客との間で外国為替証拠金取引を行っ

ております。また、当該取引から生ずる為替変動リ

スクを回避するために、カウンターパーティーに対

して分別管理信託においてカバー取引（スポット取

引及びフォワード取引）を行っております。 

 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

同 左 

 

(2) 取引に対する取組方針 

  顧客資産については、金融商品取引法第43条の３

のもと、金融先物取引業者業務方法書第６条及び金

融先物取引業務に係る分別保管に関する内規に基

づき、自己資産とは分別して管理を行い、信託財産

として顧客の時価資産を保全する措置を講じてお

ります。また、顧客との取引により生ずる当社の為

替の持高については、適時にカウンターパーティー

に対してカバー取引を行うことにより為替変動リ

スクを回避しており、当該業務運用時の損失限度基

準を含む為替の持高限度基準は為替持高管理事務

に係る内規において定めております。 

 

(2) 取引に対する取組方針 

  顧客資産については、金融先物取引法第91条のも

と、金融先物取引業者業務方法書第６条及び金融先

物取引業務に係る分別保管に関する内規に基づき、

自己資産とは分別して管理を行い、信託財産として

顧客の時価資産を保全する措置を講じております。

また、顧客との取引により生ずる当社の為替の持高

については、適時にカウンターパーティーに対して

カバー取引を行うことにより為替変動リスクを回

避しており、当該業務運用時の損失限度基準を含む

為替の持高限度基準は為替持高管理事務に係る内

規において定めております。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

  外国為替証拠金取引は、顧客との相対取引である

ため、同数量のカバー取引を行うまでの間、為替変

動によるリスクを有しております。 

なお、顧客との外国為替証拠金取引は、当社の

定める取引証拠金を収受しない限り発注できず、

かつ取引成立後の為替変動によっては顧客より追

加預託を受けるか、もしくは顧客の為替持高の全

部あるいは一部を強制決済することになっている

ため、契約不履行によるリスクは少ないものと認

識しております。 

また、カウンターパーティーとのカバー取引は、

信用度の高い金融機関とのみ取引を行っているた

め、契約不履行によるリスクは少ないものと認識

しております。 

 

(3) 取引に係るリスクの内容 

同 左 

 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

  当社は、為替持高管理事務に係る内規に基づき、

ディーリング部門（市場業務部）から独立している

管理部門（業務管理部）が日次においてポジション

及び売買損益の状況をチェックすることにより、デ

ィーリング部門に対する牽制を行っております。

またその内容については、役員及び関連部署に日

次で報告されております。 

 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

同 左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

 通貨関連 

 当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

 顧客とのデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

（千円） 

種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

外国為替証拠金取引     

売建 80,079,300 ― 78,348,435 1,730,864 

買建 30,710,666 ― 33,953,573 3,242,906 

合計 ― ― ―  4,973,771 

(注) 顧客との未決済の外国為替証拠金取引に係る上記評価損益については、貸借対照表において顧客預り勘定に含め

て表示しております。 

 

 カウンターパーティーとのデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

（千円） 

種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

為替予約     

売建 166,550,325 ― 166,510,447 39,877 

買建 239,606,905 ― 239,578,333 △28,572 

合計 ― ― ―  11,304 

（注） カウンターパーティーとのカバー取引は分別管理信託において実施されており、上記評価損益については、貸

借対照表において分別管理信託に含めて表示しております。 

 

 前事業年度末（平成 19 年３月 31 日） 

 顧客とのデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

（千円） 

種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

外国為替証拠金取引     

売建 93,760,189 ― 93,649,027 111,162 

買建 49,711,229 ― 51,896,773 2,185,543 

合計 ― ― ―  2,296,705 

  (注) 顧客との未決済の外国為替証拠金取引に係る上記評価損益については、貸借対照表において顧客預り勘定に含め

て表示しております。 
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 カウンターパーティーとのデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

（千円） 

種類 契約額等 
契約額等のうち

１年超 
時価 評価損益 

為替予約     

売建 265,568,555 ― 266,049,173  △480,618 

買建 355,228,422 ― 356,800,717  1,572,295 

合計 ― ― ―  1,091,676 

（注）カウンターパーティーとのカバー取引は分別管理信託において実施されており、上記評価損益については、貸借

対照表において分別管理信託に含めて表示しております。 

 

 

 （持分法損益等） 

 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） 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、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） 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

 （ストック・オプション等関係） 

 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） 

 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） 

 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 

 

 第５回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 ２名 
当社の従業員 １名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 5,700株 

付与日 平成17年12月20日 

権利確定条件（注）２ 

付与日（平成17年12月20日）以降、権利確定日（平成19年
12月20日）まで継続して勤務していること。但し、任期満了
による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある
場合はこの限りではありません。 

対象勤務期間（注）２ 
自 平成17年12月20日 
至 平成19年12月20日 

権利行使期間 
平成19年12月21日から 
平成27年12月１日まで 

(注)１．株式数に換算して記載しております。 

２．権利確定条件及び対象勤務期間は、新株予約権割当契約書に明記されておりません。新株予約権割当契約書におけ
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る新株予約権の行使期間及び行使の条件を基に、ストック・オプション等に関する会計基準に基づきストック・オ

プションの権利行使期間の開始日の前日を権利確定日と見なした上で権利確定条件及び対象勤務期間を記載してお

ります。 

 

 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 

 第５回新株予約権 

権利確定前        (株)  

前事業年度末 5,700 

付与 ― 

失効 ― 

権利確定 ― 

未確定残 5,700 

権利確定後        (株)  

前事業年度末 ― 

権利確定 ― 

権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 ― 

 

 ②単価情報 

 

 第５回新株予約権 

権利行使価格       (円) 50,000 

行使時平均株価      (円) ― 

公正な評価単価      (円) ― 
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 （１株当たり情報） 

 

項目 
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 53,245円02銭 45,964円87銭 

１株当たり中間（当期）純利益金額 10,294円95銭 15,710円27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、当社株式は非上場であり、
期中平均株価が把握できませ
んので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、当社株式は非上場であり、
期中平均株価が把握できませ
んので記載しておりません。 
 

(注) １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 

項目 

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13日) 

損益計算書上の中間（当期）純利益(千円) 412,083 547,298 

普通株式に係る中間（当期）純利益(千円) 412,083 547,298 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数(株) 

普 通 株 式 (株) 

Ａ種優先株式(株) 

Ｂ種優先株式(株) 

40,027

40,027

―

―

34,837 

31,757 

2,228 

852 

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 

新株予約権 
新株予約権の数6,830個

新株予約権 
新株予約権の数18,420個 

 

 



 ㈱マネースクウェア・ジャパン（8728）平成 20 年 3 月期 中間決算短信（非連結） 

平成 20 年３月期 - 42 -  

 （重要な後発事象） 

 
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) 

公募増資による新株式発行 

当社は平成19年10月25日に株式会社大阪証券取引所

ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」に上場い

たしました。 

上場にあたり、平成19年９月21日、平成19年10月４日

開催の当社取締役会において、次のとおり、新株式の発

行を決議し、平成19年10月24日に払込が完了いたしまし

た。 

この結果、平成19年10月24日付で資本金は、1,114,985

千円、発行済株式数は、52,261株となっております。 

(1) 募集方法 

一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

(2) 発行する株式の種類及び数 

普通株式              4,000株 

(3) 発行価格 

一株につき            165,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

(4) 引受価額 

一株につき            153,450円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株

式払込金として受け取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、

引受人の手取額となります。 

(5) 資本組入額 

一株につき            76,725円 

(6) 発行価額 

一株につき            119,000円 

(7) 発行価額の総額 

476,000千円 

(8) 払込金額の総額 

613,800千円 

(9) 資本金組入額の総額 

306,900千円 

(10)払込期日 

平成19年10月24日 

(11)配当起算日 

平成19年４月１日 

(12)資金の使途 

分室の開設及びシステム増強等のための設備資金及

び人材募集及び業容拡大のための広告宣伝費。 

 

転換社債型新株予約権付社債の転換 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第４回無

担保転換社債型新株予約権付社債の一部、及び第５回無

担保転換社債型新株予約権付社債が、平成19年８月９日

付にて新株予約権の権利行使による新株への転換が行

われました。その内容は以下のとおりであります。 

 

(1) 転換社債型新株予約権付社債の減少額 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少額 

18,000千円 

第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少額 

12,000千円 

第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少額 

54,000千円 

 

(2) 資本金の増加額 

42,000千円 

 

(3) 資本準備金の増加額 

42,000千円 

 

(4) 増加した株式の種類及び数 

普通株式               2,800株 

 

 

新株予約権の行使による新株の発行 

平成19年８月９日付にて、第２回新株予約権の一部、

第３回新株予約権、第４回新株予約権及び第６回新株予

約権の行使が行われ、同日、新株が発行されました。そ

の内容は以下のとおりであります。 

 

(1) 資本金の増加額 

238,250千円 

 

(2) 資本準備金の増加額 

238,250千円 

 

(3) 増加した株式の種類及び数 

普通株式               8,790株 
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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) 

第三者割当による新株式発行 

当社は、平成19年９月21日、平成19年10月４日開催の

当社取締役会において、次のとおり、新株式の発行を決

議しております。 

(1) 発行する株式の種類及び数 

普通株式              1,200株 

(2) 割当価格 

一株につき            153,450円 

(3) 資本組入額 

一株につき            76,725円 

(4) 発行価額 

一株につき            119,000円 

(5) 払込金額の総額 

184,140千円 

(6) 資本組入額の総額 

92,070千円 

(7) 申込期日 

平成19年11月26日 

(8) 払込期日 

平成19年11月27日 

(9) 配当起算日 

平成19年４月１日 

(10)割当先 

大和証券エスエムビーシー株式会社 

(11)資金の使途 

分室の開設及びシステム増強等のための設備資金及

び人材募集及び業容拡大のための広告宣伝費。 

 

 

  

 

 

５ その他 

該当事項はありません。 

 


