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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第３四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第３四半期 1,629  ― 847  ― 824  ― 480  ―
19年３月期第３四半期 ―  ― ―  ― ―  ― ―  ―

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

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年３月期第３四半期 10,929  79 8,974  32
19 年３月期第３四半期 ― ―

19 年３月期 15,710  27 ―
 
(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

20 年３月期第３四半期 24,145 3,434 14.2 64,247  89
19 年３月期第３四半期 ― ― ― ―

19 年３月期 24,501 1,728 6.9 45,964  87
 
(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

20 年３月期第３四半期 321 △713 1,140 1,586
19 年３月期第３四半期 ― ― ― ―

19 年３月期 779 △1,076 △0 838
(注) 当社は、当四半期より第３四半期経営成績の開示を行っているため、前年同四半期の数値及び対前年同四半期 

増減率については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 

19年３月期 
  円   銭

―   ―
  円   銭

2,200  00
  円   銭

2,200  00

20 年３月期（実績） ―   ―

20年３月期（予想） 2,200  00 2,200  00 

http://www/
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３．平成 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  32.2 1,200  26.3 1,201  27.0 712  30.2 15,391 90
 
 
４．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

［（注）詳細は，12 ページ「四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項」をご覧ください。］ 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については，大阪証券取引所のニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」

に関する有価証券上場規程の特例の取扱い別添に定める「四半期財務諸表に対する意見表明に係

る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 
（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

以降にある「【定性的情報・財務諸表等】をご覧下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益により民間設備投資の増加や雇用情勢の改

善などを背景に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ているものの、歴史

的な水準にまで高騰した原油価格の影響により原材料等のコスト高に伴う要因や、まだまだ混乱を来たして

いるサブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）問題を背景に表面化した米国経済の減速懸念な

どの不安要因を抱え、楽観視が出来ない状況から先行き不透明感が強い状況へと変化してきております。 

 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み、８月にはサブプライムロー

ン問題により１米ドル＝112 円台半ばまで円高が進んだ米ドル／円相場は、10 月に金融市場の混乱が一服す

る兆しで始まるも徐々に円が値を下げ、米雇用統計を契機に 117 円台まで円安が進み、その後も米景気先行

き悲観論の後退や世界的な株高を受けるも、米大手銀行の大幅な減益決算を契機に信用収縮懸念が再燃し、

事実上米ドル安を追認したＧ７声明も加わった事等により一時 113 円台前半まで円高が加速いたしました。

11 月に入ると、欧米銀による相次ぐ追加損失発表を受けた信用不安再燃とそれに伴う世界的な株安等を背

景に、平成 18 年５月以来となる 109 円台前半まで円高米ドル安が加速し、その後やや米ドルが強含んだも

のの米ＦＲＢによる 2008 年（平成 20年）成長率見通しを大幅に引き下げたことを契機に米景気に対する先

行き懸念･追加利下げ観測が強まるも、アブダビ投資庁（ＵＡＥの政府ファンド）による米大手銀行への出

資を契機に過度な信用不安が薄らぎ、111 円台まで米ドルが戻しました。12 月は、オイルマネー等の恩恵を

受けた国富ファンドによる相次ぐ欧米銀行への出資報道や米政府によるサブプライムローン問題救済策発

表、米利下げ及び緊急流動性対策、良好な米雇用統計や小売統計等を受け、信用不安及び景気後退懸念が後

退したことと年末決算を睨んだ米企業の資本回帰もあり、112～114 円台の値動きで第３四半期末を迎えま

した。米ドル／円以外に目を向けると、信用収縮懸念鎮静化の兆しに伴い、中国要人による外貨準備ユーロ

シフト示唆発言、原油価格急騰を受けたユーロへの資金シフトの動きが強まり 167 円台後半まで円安ユーロ

高が加速したものの、その後は信用不安再燃による世界的な株安等も加わり、160 円台を挟んで乱高下いた

しました。しかし、過度な信用不安の後退に伴う世界的な株反発等により円安ユーロ高が進行し、日銀によ

る景気判断下方修正や株高に伴う円キャリー再開への思惑を手がかりに再びユーロが騰勢を強め、166 円台

半ばまで円安ユーロ高が進みました。オセアニア通貨に関しては、サブプライムローン問題の先行き不透明

感は払拭できない状況となっており、足元で株式市場が軟調となる中、消費マインド等への悪影響が懸念さ

れましたが、年末にかけて円が安くなる材料が示現したこともあり、豪ドル／円、ＮＺドル／円とも底堅く

推移いたしました。 

 このような状況下において、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」に上場し、当社の認知度･社会的信用力が飛躍的に高まりました。また、上場に

よる認知度アップが顧客口座数拡大に大きく貢献し、さらに、シミュレーション機能の搭載や新取引機能で

あるトラップリピートイフダン等を開始するなど、顧客への取引機能・サービスを充実した結果、順調に収

益を拡大することができ、当第３四半期会計期間における営業収益は 1,629,031 千円となりました。販売費

及び一般管理費は、地震等の災害時におけるリスク回避等のために開設したＭ２Ｊベイスクエア（東京都江

東区）の開設に係る費用、当該期間に発生した特殊要因である上場に係る費用及び人員拡大による人件費増

等が影響し 781,752 千円となり、また営業外損益は、上場時に行った公募増資 4,000 株並びにオーバーアロ

ットメントによる売出しに関連して行った第三者割当増資 1,200 株に伴う株式交付費及び同じく当該期間

の特殊要因である公開準備費用等が発生した結果、営業利益は 847,278 千円、経常利益は 824,032 千円、四

半期純利益は 480,238 千円になりました。 

 なお、当第３四半期会計期間は、第３四半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

行っておりません（以下、「２．財政状態に関する定性的情報」においても同じ）。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

前事業年度末から当第３四半期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 355,686 千円減少し、24,145,537 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 1,771,335 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 2,062,365 千円減少し、20,710,780 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 1,745,768 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 1,706,678 千円増加し、3,434,756 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、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」への上場時に 4,000

株の公募増資並びにオーバーアロットメントによる売出しに関連して行った 1,200 株の第三者割当増資を

行った結果、資本金が 679,220 千円、資本準備金が 679,220 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 8,823 千円減少したものの、利益剰余金が 399,562 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 

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の四半期末残高は、前事業

年度末と比較して、748,462 千円の増加となり、残高は 1,586,905 千円となりました。各キャッシュ・フロ

ーの状況とその要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、サブプライムローン問題等の影響があったものの順調な営業活動

の展開から税引前四半期純利益を 812,332 千円計上したこと、並びに法人税等の支払額が 548,099 千円の支

出となったこと等により、321,441 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、有形固定資産の取得

による165,341千円の支出、無形固定資産の取得による24,586千円の支出、差入保証金の差入による23,617

千円の支出等により、713,143 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、当社上場時の公募による資金調達を含む株式の発行による

1,220,928 千円の収入及び、配当金の支払 80,676 千円により、1,140,252 千円の増加となりました。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

当社を取り巻く事業環境は、サブプライムローン問題等による様々な影響がありますが、引き続き外国為

替証拠金取引業界は拡大を続け、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、取扱口座数及

び預り資産の拡大が見込まれています。当社も上場を機に認知度並びに信用度が飛躍的に上昇し、「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が更に浸透した事もあり、顧客口座数、

顧客預り資産等も順調に拡大して、顧客基盤の広がりによる売買数の厚みも更に増してくると思われます。

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、顧客の建玉数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数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・建玉数の減少につながり、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。 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  当第３四半期会計期間末 
(平成19年12月31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  2,988,315 1,724,113 

 ２ 分別管理信託 ※１ 20,589,900 22,361,236 

 ３ 前払費用  14,826 10,672 

 ４ 繰延税金資産  9,976 25,516 

 ５ その他  184 ― 

   流動資産合計  23,603,203 97.8  24,121,537 98.5

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※２ 246,996 1.0 104,211 0.4

 ２ 無形固定資産  70,886 0.3 60,966 0.2

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  126,797 153,374 

  (2) 長期前払費用   1,324 681 

  (3) 差入保証金  79,759 56,597 

  (4) 繰延税金資産  16,341 3,680 

  (5) その他  228 174 

   投資その他の資産 
   合計  224,451 0.9 214,508 0.9

   固定資産合計  542,334 2.2  379,686 1.5

   資産合計  24,145,537 100.0  24,501,224 100.0
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  当第３四半期会計期間 
(平成19年12月31日) 

前事業年度 
(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  77,939 87,715 

 ２ 未払法人税等  121,069 346,266 

 ３ 顧客預り勘定 ※３ 20,447,569 22,193,338 

 ４ 役員賞与引当金  ― 30,000 

 ５ その他  37,202 4,826 

   流動負債合計  20,683,780 85.7  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  20,710,780 85.8  22,773,146 92.9

 (純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  1,207,055 5.0  527,835 2.2

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金  1,112,055 432,835 

    資本剰余金合計  1,112,055 4.6  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  1,120,096 720,534 

    利益剰余金合計  1,120,096 4.6  720,534 2.9

   株主資本合計  3,439,206 14.2  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  △4,449 4,373 

   評価・換算差額等合 
   計  △4,449 △0.0  4,373 0.0

Ⅲ 新株予約権  ― ―  42,500 0.2

   純資産合計  3,434,756 14.2  1,728,077 7.1

   負債・純資産合計  24,145,537 100.0  24,501,224 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

 

  
当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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  1,628,761 1,765,184  

 ２ その他  270 1,629,031 100.0 360 1,765,544 100.0

Ⅱ 営業費用    

 １ 販売費及び一般管理費  781,752 48.0  815,518 46.2

   営業利益  847,278 52.0  950,025 53.8

Ⅲ 営業外収益 ※１ 3,616 0.2  2,402 0.1

Ⅳ 営業外費用 ※２ 26,862 1.6  5,913 0.3

   経常利益  824,032 50.6  946,515 53.6

Ⅴ 特別損失    

 １ 投資有価証券評価損  11,700 0.7  ― ―

  税引前四半期(当期) 
  純利益  812,332 49.9  946,515 53.6

  法人税、住民税 
  及び事業税  323,162 413,620  

  法人税等調整額  8,932 332,094 20.4 △14,403 399,216 22.6

  四半期(当期)純利益  480,238 29.5  547,298 31.0
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 (3) 四半期株主資本等変動計算書 
 
当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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19年３月31日残高(千円) 527,835 432,835 720,534 1,681,204 

第３四半期会計期間中の変動額   

 新株の発行（千円） 679,220 679,220 ― 1,358,440 

剰余金の配当（千円） ― ― △80,676 △80,676 

 当四半期純利益(千円) ― ― 480,238 480,238 

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期会計期間中の 
 変動額(純額)(千円) 

― ― ― ― 

第３四半期会計期間中の変動額 
合計(千円) 

679,220 679,220 399,562 1,758,002 

平成19年12月31日残高(千円) 1,207,055 1,112,055 1,120,096 3,439,206 

 

 

 

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

第３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行（千円） ― ― 1,358,440

剰余金の配当（千円） ― ― △80,676

 当四半期純利益(千円) ― ― 480,238

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期会計期間中の 
 変動額(純額)(千円) 

△8,823 △42,500 △51,323

第３四半期会計期間中の変動額 
合計(千円) 

△8,823 △42,500 1,706,678

平成19年12月31日残高(千円) △4,449 ― 3,434,756
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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。 
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 (4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 
 

  
当第３四半期会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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 税引前四半期(当期)純利益  812,332 946,515 

 ２ 減価償却費  37,222 44,366 

 ３ 株式交付費  11,011 241 

 ４ 役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △30,000 30,000 

 ５ 受取利息  △3,616 △2,099 

 ６ 支払利息及び社債利息  1,944 5,670 

 ７ 為替差損益  88 △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）  1,755,595 △8,952,050 

 10 前払費用の増減額（△は増加）  △4,153 1,715 

 11 未払金の増減額（△は減少）  △9,450 18,299 

 12 顧客預り勘定の増減額（△は減少）  △1,745,768 8,937,129 

 13 役員賞与の支払額  ― △30,000 

 14 その他  31,288 2,652 

    小計  868,194 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  △548,099 △218,644 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  321,441 779,865 

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  △165,341 △21,784 

  ４ 無形固定資産の取得による支出  △24,586 △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  456 746 

  ７ その他  △54 △64 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △713,143 △1,076,321 
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当第３四半期会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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  1,220,928 ― 

 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  1,140,252 △241 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △88 17 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  748,462 △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四半期末(期末)残高 ※１ 1,586,905 838,443 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 

第３四半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。 

・時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

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。 

・時価のないもの  

同 左 

 

 

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（建物付属設備は除

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：３～15年 

・工具器具及び備品：３～20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 

 定率法を採用しております。 

 但し、建物（建物付属設備は除

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 

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 
当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 四半期キャッシュ・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 その他四半期財務諸表（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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間から、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。 

 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1,540千円減少しております。 

 

 

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 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 
（四半期貸借対照表関係） 
 

当第３四半期会計期間末 
(平成19年12月31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 

59,838千円

 

※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 24,034,210千円
確定損益未受渡分 54,658千円
未決済残高評価損益 △3,641,298千円

顧客預り勘定 合計 20,447,569千円
 

 

※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 
 

 

  

 
（四半期損益計算書関係） 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 1,714千円

株式交付費 11,011千円

公開準備費用 13,906千円

 
 

※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 

22,556千円

無形固定資産の減価償却額 

14,666千円

 

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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（四半期株主資本等変動計算書関係） 
当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
当四半期会計期間 

株式の種類 前事業年度末 
増加株式数 減少株式数 

当四半期 

会計期間末 

普通株式（株） 36,671 16,790 ― 53,461 

（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。 

平成19年８月９日付 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 

平成19年８月９日付 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 

平成19年８月９日付 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 

平成19年８月９日付 第２回新株予約権の権利行使による増加80株 

平成19年８月９日付 第３回新株予約権の権利行使による増加180株 

平成19年８月９日付 第４回新株予約権の権利行使による増加30株 

平成19年８月９日付 第６回新株予約権の権利行使による増加8,500株 

平成19年10月24日付 公募による新株式発行による増加4,000株 

平成19年11月27日付 第三者割当による新株式発行による増加1,200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 

当四半

期会計

期間末 

当四半期

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 ―  

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 目的となる株式の数の変動理由 
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第１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８月９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

600株全ての行使が行われたことによるものであります。 

第４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８月９日付にてApax Globis Japan Fund, L.P. の持分の全てにおい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400株の行使が行われたことによるものであります。 

第５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８月９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

1,800株全ての行使が行われたことによるものであります。 

第２回新株予約権の減少は新株予約権者である三生３号投資事業組合から平成19年８月９日付にて三生３

号投資事業組合の持分全てにおいて新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権80株の行使が行わ

れたことによるものであります。 

第３回新株予約権の減少は新株予約権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平成19年８月９日付に

て全ての新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権180株の行使が行われたことによるものであ

ります。 

第４回新株予約権の減少は新株予約権者である Apax Globis Japan Fund, L.P. から平成19年８月９日付に

て全ての新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権30株の行使が行われたことによるものであり

ます。 

第６回新株予約権の減少は新株予約権者である 山本久敏、相葉斉、渡邊悟 から平成19年８月９日付にて全

ての新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約権8,500株の行使が行われたことによるものであり

ます。 

 
４．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 
 

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 

該当事項はありません。 
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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） 
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) 基準日が当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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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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第３四半期末残高と第

３四半期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 2,988,315千円

外国為替証拠金取引顧客分別金 △75,363千円

分別管理信託（自己勘定） 173,952千円
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 1,586,905千円
 

※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
 

  

 

 

 
- 20 -



 ㈱マネースクウェア・ジャパン（8728）平成 20 年 3 月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
  
 

（リース取引関係） 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 5,192 2,238

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料第３四

半期末残高が有形固定資産の第３四半期末

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 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 706千円

１年超 1,531千円

合計 2,238千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料第３四半期末残高が有形固定資産

の第３四半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 1,395千円

減価償却費相当額 1,395千円
 

 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） 
当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 当第３四半期会計期間末(平成19年12月31日) 

 その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

四半期貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 13,300 11,700 △1,600

② 債券 ― ― ―

③ その他 101,000 95,097 △5,902

合計 114,300 106,797 △7,502

（注）表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価格であります。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
当第３四半期会計期間末 
(平成19年12月31日) 

 その他有価証券 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

 その他  20,000

計 20,000
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前事業年度末（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 

 
当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 

同 左 

 

(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 

当第３四半期会計期間末（平成 19 年 12 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 79,282,522 ― 77,860,742 1,421,780

買建 18,458,229 ― 20,677,748 2,219,518

合計 ― ― ― 3,641,298

（注）１．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、当第３四半期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。 

   ２．時価の算定方法  当第３四半期会計期間末の直物為替相場により算定しております。 

 

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 241,847,806 ― 241,733,328 114,477

買建 306,999,735 ― 307,154,401 154,665

合計 ― ― ― 269,143

（注）１．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、

当第３四半期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。 
   ２．時価の算定方法  当第３四半期会計期間末の直物為替相場により算定しております。 

 

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）１．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。 

     ２．時価の算定方法  事業年度末の直物為替相場により算定しております。 
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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）１．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。 
   ２．時価の算定方法  事業年度末の直物為替相場により算定しております。 

 
 

（持分法損益等） 
当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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。 

 
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） 
当第３四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 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 
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(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 
当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 64,247円89銭 45,964円87銭

１株当たり四半期（当期）純利益金額 10,929円79銭 15,710円27銭

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期） 

純利益金額 
8,974円32銭 ― 

 当社は平成19年10月25日付で株式

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

上場しているため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額は、新

規上場日から当第３四半期会計期

間末までの平均株価を期中平均株

価とみなして算定しております。 

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株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下の 

とおりであります。  

 

項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

損益計算書上の第３四半期（当期）純利益(千円) 480,238 547,298

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益(千円) 480,238 547,298

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) 

43,938

43,938

―

―

34,837

31,757

2,228

852

四半期（当期）純利益調整額（千円） 1,016 ―

普通株式増加数（株） 

（うち新株予約権にかかる増加数） 

9,687

(7,464)
―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半

期（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18,420個 
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（重要な後発事象） 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

                        

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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	当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

