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（百万円未満切捨て） 
１．20 年３月期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 
(1)経営成績                                  （％表示は対前期増減率） 
 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年３月期 
19 年３月期 

2,039    15.5 
1,765    24.0 

952     0.3
950    14.6

931       △1.6 
946    15.0 

541   △1.1
547   △19.5

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

営 業 収 益 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

20 年３月期 
19 年３月期 

11,670   34 
15,710   27 

10,054   26
― 

  20.8    
39.2 

4.6    
4.8 

46.7  
53.8 

(参考) 持分法投資損益      20 年 3月期     ―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

20 年３月期 
19 年３月期 

16,181   
24,501   

3,528  
 1,728  

21.8    
6.9    

64,641  10
45,964  87

(参考) 自己資本      20 年３月期  3,528 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

20 年３月期 
19 年３月期 

402    
779    

△724   
△1,076     

1,146    
△0    

1,662   
838   

 
 
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 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 
20 年３月期 

―  
―  

2,200  00
2,500 00

2,200  00
2,500 00

80   
136    

14.0   
21.4   

5.73   
4.52   

21 年３月期 
（予想） 

未定 未定 未定   25.0    

 
 
３．21 年３月期の業績予想（平成 20 年４月１日 ～ 平成 21 年３月 31 日） 
 

 当社は、これまで中間期及び通期の業績予想を行っておりましたが、平成 21 年３月期より、２ページに記

載している「業績予想の開示を取り止めることについて」の理由により業績予想を取り止めることといたしま

した。なお、今後は業績予想に代えて月次ベースでの営業指標の開示を充実させて参ります。 

 

http://www.m2j.co.jp/
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

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「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） 20 年３月期 54,591 株 19 年３月期 36,671 株
②期末自己株式数 20 年３月期 ― 株 19 年３月期 ― 株
(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、45 ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業績予想の開示を取り止めることについて 

(1) 業績予想が困難な理由 

当社は金融商品取引業（外国為替証拠金取引）を営んでおり、当社の業績は外国為替市場や株式市

場等の相場動向や市場流動性等のマーケット環境並びに国内外の経済環境等に大きく左右されます。

これらの要因及び複合的な影響等について正確な予測を行うことは、外国為替相場や株式相場を予測

するのと同様に極めて困難であります。また、外国為替証拠金取引は、近年、広く投資家への認知度

が高まってきたことにより、外国為替市場自体へのインパクトも大きくなってきており、その時々の

マーケット状況を的確に把握することもやはり極めて困難であります。 

 当社はこれまで、預り資産残高、顧客の想定されるポジション数及び売買高等に基づいて業績予想

を行っておりましたが、平成 20 年３月期においては、平成 20 年４月 28 日「業績予想の修正に関す

るお知らせ」にて開示したとおり当初の業績予想数値を下回る結果となりました。このように合理的

な将来予想が困難な状況において業績予想を開示することは、株主及び投資家等への投資判断として

有用であるとは言い難く、逆に株主及び投資家等への投資判断を大きく誤らせる可能性があると懸念

しております。 

 以上のような理由から、当社では平成 21 年３月期以降について業績予想数値の開示を取り止める

方針であります。 

 

(2) 業績予想数値の開示の代替手段 

 当社は、株主及び投資家等に対し、業績に関する内容等を含め、適時・適切な情報開示に努める考

えであります。 

なお、業績予想数値の開示に代わる代替手段として、月次ベースで顧客口座数、預り資産残高、営

業収益についてＴＤｎｅｔ（適時開示情報伝達システム）を通じて開示して参ります。 
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 １．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、第３四半期末まで推移していた堅調な企業収益、民間設備投資の増加、

雇用情勢の改善等が、米国を中心とした世界経済の下振れリスクが高まる中、景気が拡大基調から減速傾向へ

と傾き、原材料等のコスト高に伴う不安要因等を抱え、引き続き不透明感が強い状況が続いております。 

 その中にあって外国為替市場は、上半期においては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 円台で推移していたものの、８月のサブプライムローン問題の表面

化により１米ドル＝112 円台半ばまで円高が進み、９月にはＦＲＢによる 0.50％の利下げや低調な米景気指標

等を受け 112 円～116 円台で推移し中間期を迎えました。下半期においては、10月に金融市場の混乱が一服す

る兆しで徐々に円が値を下げ、米雇用統計を契機に 117 円台まで円安が進むも、米大手銀行の信用収縮懸念、

米ドル安を追認したＧ７声明等により 113 円台まで円高が加速し、11 月には平成 18 年５月以来となる 109 円

台まで円高米ドル安が加速、12 月はオイルマネー等の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等により 112 円～114 円台の値動きで第３四半期末を迎えました。１月に入ると相

次ぐ低調な景気指標を受け、米景気後退懸念、大幅利下げ観測が強まり、米銀による巨額追加損失の計上、米

小売悪化、モノライン（米金融保証会社）格下げ懸念の高まりを背景に平成 17 年５月以来の 104 円台まで円

高米ドル安が加速し、106 円～107 円台で一進一退の推移が展開、２月に入ると世界的に株価が落ち着きを取

り戻す中、108 円台半ばまで円安米ドル高が進行するも、ＦＲＢ議長による大幅利下げ、ドル安容認示唆発言

等で 103 円台まで直近安値を更新、３月に入ると雇用統計をはじめとした低調な景気指標を受けた米景気後退

懸念、大幅追加利下げ観測の強まり、一部ファンドの経営破綻など信用不安の強まり等を背景に米大手証券の

経営危機にまで拡大するなか、平成７年 11 月以来の 100 円割れ、さらに同年８月以来となる 95 円台後半まで

円高米ドル安が加速しましたが、その後はＦＲＢによる追加流動性対策、0.75％の米大幅利下げ等を受け米ド

ル安が一服するも米ドルの反発力は鈍く月末にかけ概ね 98 円～100 円台での取引で期末を迎えました。米ド

ル／円以外では、年度当初、円キャリートレードが引き続き活況で景気拡大が顕著に見られていた欧州通貨は、

サブプライムローン問題に端を発する市場の混乱を受け１ユーロ＝149 円台前半まで円高ユーロ安が加速す

るも、信用収縮懸念鎮静化の兆し、原油価格急騰を受けたユーロへの資金シフトの動き等が強まり、167 円台

後半まで円安ユーロ高が加速、その後信用不安再燃による世界的な株安等が加わったことで、160 円台を挟ん

で乱高下いたしましたが、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。しかし、年始にかけて世界的な株安を背景に一時 160 円割れまで円高ユーロ安が加

速し、さらに３月には一時 151 円台後半まで円高ユーロ安が加速しましたが、その後落ち着きを取り戻す中

158 円台までユーロが反発し期末を迎えました。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

懸念されるも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／円ともに底堅く推

移しましたが、２月までの対主要通貨での堅調な推移が一服、世界景気減速懸念の高まりから、資源国通貨や

新興国通貨等が対ドルでも軟調に推移し始めた動きに歩調を合わせ、相応に軟化する形となり、とりわけ月中

にかけてＦＲＢによる追加流動性対策や米大手証券の経営危機等のニュースが伝わると投資家のパニック的

な動きからオセアニア両通貨とも対円、対ドルともに急落しましたが、その後ＦＲＢが大幅利下げを行ったこ

とによりパニック的な動きは徐々に落ち着きを取り戻しましたが、戻りが鈍い状態で期末を迎えました。 

 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・社会的信用度が飛躍的に高まり、その事が顧客口座数

3 



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

 

拡大に大きく貢献し、前期末の 4,808 口座から 7,026 口座（前年同期比 46.1％増）へ拡大しました。しかし、

一方でサブプライムローン問題を背景として発生した信用収縮により売買が低調に推移し、特に平成 20 年１

－３月期においては、米ドル／円で 95 円台を示現するなど、想定を上回る円高等による方向感の見えない相

場状況が続いたことが顧客の取引手控え要因となり、その結果、当事業年度における営業収益は 2,039,443

千円（前期比 15.5％増）となりました。販売費及び一般管理費は、全体的に抑制することに努めましたが、

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、上場に係る費用及び人員増加による人件費増等の影響もあり、1,086,551 千円（前期比 33.2％増）となり、

営業利益は 952,891 千円（前期比 0.3％増）となりました。経常利益は、営業外費用として上場に伴う公開準

備費用や株式交付費等を計上した結果、931,786 千円（前期比 1.6％減）となりました。当期純利益は、特別

損失として減損処理による投資有価証券評価損を 11,000 千円計上したこと等により、541,452 千円（前期比

1.1％減）になりました。 

 なお、当事業年度において上場に伴う株式交付費及び公開準備費用は、それぞれ 11,774 千円、13,906 千円

となっております。 

 

 

（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事業年度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 8,320,050 千円減少し、16,181,174 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

9,698,908 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 10,120,794 千円減少し、12,652,351 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 9,777,499 千円、新株予約権付社債が 111,000 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 1,800,744 千円増加し、3,528,822 千円になりました。これは、第１回、

第４回、第５回無担保転換社債型新株予約権付社債、第２回無担保新株予約権付社債の新株予約権部分及び第

２回、第３回、第４回、第６回新株予約権の行使、また当社が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」に上場したことに伴う公募増資等の結果、資本金が 696,170 千円、資本準備金が

696,170 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 9,871 千円減少したものの、利益剰余金が

460,776 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 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前事業年度末と比較して、

823,947 千円の増加となり、残高は 1,662,390 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を背景として発生した信用収縮の影響が

あり売買が低調に推移する時期もありましたが、全体的には前期を上回る営業活動の展開から税引前当期純利

益を 920,737 千円計上したこと、並びに法人税等の支払額が 549,595 千円の支出となったこと等により、

402,176 千円の増加となりました。 
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（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 168,424 千円の支出、無形固定資産の取得による 33,159 千円の支出、Ｍ２Ｊベイスクエア開設等に伴う

差入保証金の差入による 23,617 千円の支出等により、724,211 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、当社上場時の公募増資による資金調達等を含む株式の発行による

1,227,065 千円の収入、及び配当金の支払 80,676 千円により、1,146,389 千円の増加となりました。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

自己資本比率 7.5％ 6.9％ 21.8％ 

時価ベース自己資本比率 ― ― 21.6％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 0.19 年 0.14 年 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 212.0 倍 129.7 倍 136.9 倍 

（注）１ 自己資本比率                     ：自己資本／総資産 

   ２ 時価ベースの自己資本比率         ：株式時価総額／総資産 

   ３ キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

   ４ インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

   ※ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

   ※ キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。 

   ※ 平成 18 年３月期、平成 19 年３月期の時価ベース自己資本比率につきましては、当社は未上場であ

り各期末時点の株価が把握できませんので記載しておりません。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと認識しており、配当原資確保のための収

益力を強化し、中長期的な業績動向を考慮に入れながら、各期の業績に応じて配当金額を決定し、長期的に当

社株式を保有して頂く株主の皆様に対する株主還元と短期的な株主還元とのバランスを考慮の上、安定的な配

当を実施していくことを基本方針としております。 

 さらに、昨今の株主還元重視の経営の必要性をさらに重視し、目標とする配当性向を明確に位置づけること

で株主の皆様に対する利益還元を強化して参りたいと考えております。そこで、当社と致しましては配当性向

25％程度を目標に設定し、今後も安定的に実施できるよう努める所存であります。 

この方針に基づき、平成 20 年３月期につきましては、当初、平成 19 年３月期と同様の１株当たり配当金

2,200 円を予定しておりましたが、平成 20 年４月 28 日に「平成 20 年３月期配当の修正（増配）に関するお

知らせ」にてプレスリリースしているとおり増配を実施し、配当性向 25.2％（期末発行済株式数にて計算し

ております）、１株当たり配当金 2,500 円を予定しております。 
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 次期についても、配当性向 25％程度の実施を見込んでおります。 

 当社は、目標とする経営指標として自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視しており、当期純利益の増大は

もちろんのこと、自己株式取得によってもＲＯＥの向上を目指して参ります。当社は、平成 20 年４月 28 日に

「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」にてプレスリリースしているとおり、発行済株式総数の

5.50％である 3,000 株を上限に、かつ株式の取得価額の上限を 200 百万円とする議案を平成 20 年６月 27 日に

開催予定の第６回定時株主総会に付議いたします。 

また、今後は機動的な資本政策が実施できるよう、自己株式の取得が取締役会決議でも行えるようにするた

め、同定時株主総会に定款の一部変更も付議いたします。 

 

 

（４）事業等のリスク  

当社の経営成績、事業運営及び財政状態、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、本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

を慎重に検討した上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、当該事項は本短信提出日（平成 20 年５月 15

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 

 ① 外国為替市場の変動について 

  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、顧客との間で行な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な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。また、外国為替市場が長期間に渡ってボラティリティが低い時

期（いわゆるレンジ相場）が続いた場合でも、当社が開発した新発注手法である「リピートイフダン（ＲＩ

ＦＤ）注文」「トラップリピートイフダン（トラップＲＩＦＤ）注文」等を顧客に提供することにより、当

社も収益獲得機会を確保することができるよう、外国為替市場の変動に大きく左右されないよう経営努力を

行っております。しかし、急激な円高等に見られる想定以上の為替変動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、あるいはレンジ相場であっても「リピートイフダン（ＲＩＦＤ）注文」

「トラップリピートイフダン（トラップＲＩＦＤ）注文」等があまり利用されず、当社の想定以上に売買数

の低迷あるいは預り資産残高及び建玉の減少につながった場合等には、当社の業績及び財政状態等に影響を
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与える可能性があります。 

  また、当社が取扱う通貨ペアは、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等で、

顧客の受発注及び当社のカバー取引が行え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、当社では流動性リスクが顕在化するリスクは低い

ものと考えておりますが、当社の取扱通貨ペアでの中で急激なカントリーリスクの高まり等により、その流

動性の確保が難しくなった場合等には、当社の業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。 

 

 ② 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」といいます。本短信提出日現

在、証拠金維持率 70％）を下回った場合に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全てのポジシ

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充当いたします。しかし、昨今の度重なる急激な

外国為替市場の相場等により、顧客の資産を守るにはマージンコール制度だけでは不十分と判断せざるを得

ない状況が想定されるため、当社では平成 20 年５月 19 日から顧客の損失拡大を防ぐことを目的にマージン

コール制度と併用して自動ロスカット制度を導入いたします。当社の自動ロスカット制度は、顧客の証拠金

維持率が 35％を下回った場合に、当社が顧客に通知することなく顧客の計算において全ポジションを自動

的に反対売買いたします。当社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、マージンコールにおける証拠金維持率及び自動ロスカットにおける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状況等が発生した場合、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。 

 

 ③ 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カバー取引等を行なうための「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

の終了等が生じた場合、または、住友信託銀行の業務に何らかの支障が生じたこと等により当社が提供して

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等の場合には、当社の業務及び業績等に影響を与え

る可能性があります。 

 

(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 

 ① 外国為替証拠金取引に関わる業界の動きについて 

  平成 17 年７月１日にスタートした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
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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 日に施行した金融商品取引法においても同様に登録が義務付

けられています。しかし、昨年 10 月以降、急激な為替相場の変動や金融庁による外国為替証拠金取引業界

への検査・監督体制の強化等により、同業他社の中では法令違反を行っている業者が浮き彫りになり、経営

破綻を起こす業者や処分・勧告を受ける業者が多発し、当業界への信頼性を損なうような出来事が起こりま

した。そのため、追加証拠金の発生状況や自己資本規制比率の日々の状況等を報告させるなど、あらためて

金融庁による規制がさらに強化される動きもあり、当業界に係る法的整備は進行中で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や従業員への啓蒙活動等に努めておりますが、業界

全体への更なる規制の強化、もしくは逆に法的整備の遅れ等により顧客へ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、当社の業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。 

 

② 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や外国為替証拠金取引の市場拡大傾向を背景に、銀

行、証券会社、商品先物会社、事業会社等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、さらに、

株式会社大阪証券取引所も平成 21 年３月頃を目途に取引所外国為替証拠金取引市場の創設を計画しており

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、取引開始時の 低預託金を同業他社と比べて比較的

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 50 万通貨単位、iFX-one は 10 万通貨単位）とす

るなど、富裕者層や資産を有効に運用したいと考える顧客層をターゲットとした戦略を取っております。ま

たＷｅｂセミナーを含む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、Ｗｅｂコンサルティングの導入、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、「リピートイフダン注文」「トラップリピートイフダン注文」といった新発注手法による顧客利便性

の提供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、当社が想定している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せず、収益に対するコスト増が吸収しきれなかった場合等には当社の業績及び

財政状態等に影響を与える可能性があります。 

 

 ③ 株式会社東京金融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、取引所取引を展開しております。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、当社の業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。 
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 ④ 株式会社大阪証券取引所における取引所外国為替証拠金取引市場の創設について 

  株式会社大阪証券取引所は、平成 20 年４月 22 日付プレスリリースにおいて平成 21 年３月を目途に取引

所外国為替証拠金取引市場の創設を行う旨を発表いたしました。現在パブリック・コメントを募集している

段階でありますが、取引所取引ということで、「くりっく 365」と同様に営業方針面や税制面での優遇等の

利点が考えられます。当社もこの株式会社大阪証券取引所が発表した取引所外国為替証拠金取引市場との関

わり方についてあらゆる角度から検討しておりますが、「くりっく 365」のように競合関係になり、この株

式会社大阪証券取引所が展開する取引所外国為替証拠金取引市場がシェアを拡大していった場合、当社の業

績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。 

 

(3)当社の事業体制にかかるリスクついて 

 ① 人員及び組織体制について 

  当社の役職員数は平成 20 年３月 31 日現在において、役員６名及び従業員 58 名（派遣社員１名を含む）

という人員構成であります。事業規模の拡大に対しては社内システムの充実で対応することにより、少数精

鋭で高い収益力を確保できる組織体制の構築に努めて参りました。今後も事業規模の拡大に対しては少数精

鋭の人員構成に沿った人員補強、内部管理体制の強化を図り、社員教育、研修制度を充実させ優秀な従業員

の定着率向上に努めて参ります。しかし、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大量に外部流出した場合等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または業績及び財政状況等に影響を与える可能性

があります。 

 

 ② コンピューターシステム障害について 

  当社の取引システムは、インターネットからの注文受発注、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。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

なくなる可能性があり、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。そこで、当社は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等のバックアップ体

制の確立のため、平成 19年 11 月に非常用の電源供給等が可能なテレコムセンタービルに当社の分室である

「Ｍ２Ｊベイスクエア」を開設し、緊急時でも現本社機能と同等の環境が提供できるように体制を整備いた

しました。しかしながら、当社の想像を絶するような災害またはテロ等の人災が発生した場合等は当社の全

業務に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 

 

(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 

 ① 金融商品取引法について 

 ⅰ. 登録制にかかるリスク 

  当社は、金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第 29 条に基づく登録を受けております。また、当

社は、金融商品取引法、関連政令、府令等の諸法令に服して事業活動を行っております。金融商品取引業に

9 



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

 

ついては、金融商品取引法第 52 条第１項及び第４項もしくは同法第 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順守の徹底を図り、現時点で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行政指導等を受けることになった場

合、当社の風評、業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。 

 

 ⅱ. 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、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

る危険に対応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

る場合に算出し、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又は財産の状況に関し、公益又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、当該金融商品取引業者に対し業務の方法

の変更その他業務の運営または財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるとさ

れ（同法第 51 条）、自己資本規制比率が 100％を下回るときであって、公益又は投資者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、３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第 29 条の登録を

取り消すことができる（同法 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月を経過した日

から３月間、すべての営業所又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 20 年３月）の自己資本規制比率は約 1,000％であり、本項目で記載され

ている自己資本規制比率の値を上回っております。 

  ただし、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、当社の風評、業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。 

 

ⅲ. 顧客資産の分別管理について 

  金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、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又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、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
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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

場合等、外為証拠金分別管理信託口座で分別保管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、当社の事業、風評、業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性が

あります。 

 

 ⅳ. 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、金融商品取引業者等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、内閣府令で定めるところにより、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 条第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、金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引に関し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ときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める

事項について、著しく事実に相違する表示をし、又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）。  

 

 ⅴ. 適合性の原則、取引開始基準等について 

 金融商品取引業者等は、業務の運営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、その業務

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投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けること

となるおそれがあること。 

 二 前号に掲げるもののほか、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、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に

支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること 

 当社は、金融商品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、当社の風評、

業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。  
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 ⅵ. 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い、かかる法改正後の影響も軽微で、逆に同業他社との優位性を示す形になっている

と考えております。しかし、今後当社の事業拡大に伴う人員数増等に対し社員教育の徹底が疎かになり金融

商品取引法第 38 条に抵触する行為が行われ、行政当局より処分等が行われた場合、当社の風評、業績及び

財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。  

 

② 犯罪による収益の移転防止に関する法律について 

 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（いわゆる本人確

認法）が母体となり、平成 20 年３月１日より、犯罪による収益の移転防止に関する法律が施行されました。

従来金融機関が独自に行っていた顧客の本人確認及び記録の保存を法律上の義務とし、顧客管理体制の整備

を促すことにより、テロ資金や犯罪収益の追跡のための情報確保とテロ資金供与及びマネー・ロンダリング

等の利用防止を目的としております。 

 当社では、同法に基づき所定の本人確認書類等を顧客から徴収し本人確認を実施するとともに、顧客カー

ドを作成し本人確認記録及び取引記録を保存しております。しかし、当社の業務方法が同法に適合していな

いという事態、もしくは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たりした場合、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。 

 

③ 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風評、業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。 

 

④ 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、金融商品取引業等に関する内閣府令、犯罪

による収益の移転防止に関する法律、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
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業務や財務方針等又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、当社の業績及び財政状態

等に重大な影響を与える可能性があります。 

 

(5)訴訟について 

  本短信提出日現在、当社を含む３名の法人及び個人を被告として、１件約２百万円の損害賠償請求訴訟が

係属中であります。これは、顧客が当社の取引先が掲載していたＦＸ取引に関する情報（当社情報を含む。）

を端緒として当社へ口座開設を行い顧客の計算のもとに行われた外国為替証拠金取引において損失を被っ

たとして、当社を含む３名の被告に対して損害賠償を求めるものであります。これに対して当社は、全ての

手続き及び取引は法令を遵守して行われたことを主張して争っております。 

 上記訴訟については現在手続が進行中でありますが、その結果如何によっては、当社の風評に重大な影響を

与え、当社の信用力の低下等により業績及び財政状態等にも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 11 通貨ペアと同業他社と比較して少なく、レバレッジも 大約 17

倍と同業他社では 400 倍以上ものレバレッジで取引を行っている業者がある中、かなり低く設定しておりま

す。当社は外国為替証拠金取引を投機としてではなく投資商品として位置づけており、中長期的な視点でリ

スクを明確に理解、分散したうえで運用するように推奨しております。 

  また平成 20 年１月７日より「カナダドル／円」、平成 20 年３月 24 日より「豪ドル／米ドル」「ニュージ

ーランドドル／米ドル」の取扱いを開始いたしました。「香港ドル／円」「南アフリカランド／円」の取扱い

を開始した時と同じく、通貨ペア別取引高に変化が起こっており、昨今の対円相場の状況等をふまえて、円

が絡まない通貨ペアの取引高及び円高に一服感のある高金利通貨ペア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、今後も通貨の流動性リ

スクを考慮しながら取扱通貨ペアの充実を行っていく考えであります。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等には、当社の成長を阻害する要因にもなり、当

社の業績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。 

 

(7)その他のリスク 

 ① 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な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

社の営業収益、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。 

 

② 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 20 年３月 31 日現在における当社発行済株式総数は、普通株式 54,591 株、議決権総数は 54,591 個で

あります。そのうち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、「Ｖ

Ｃ等」という。）が所有している株式数は、普通株式5,057株であり、その所有割合は発行済株式総数の9.3％、
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議決権割合で 9.3％であります。一般的に、ＶＣ等による当社株式の所有目的は、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等が所有する株式の全部または一部が売却されることが想定

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。 

 

③ 新株予約権（ストック・オプション）について 

  本短信提出日現在、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 5,700 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 54,591 株の 10.4％に当たります。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与える可能性

があります。 

 

 

２．企業集団の状況 

当社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を営ん

でおります。当社が提供する外国為替証拠金取引は「プライベートバンキング・ソリューション」というサー

ビスブランドを掲げ、当社が開発した信託保全スキームである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的での資産運用を考える富裕層や機関投資家、実需

で外国為替取引を行う事業法人等を中心とした顧客を対象としており、コンサルティングに注力したセミナー

実施によるマーケティング活動や、資産運用の面において広範囲な専門知識・経験を兼ね備えた当社専任のス

タッフが顧客のサポートを行っております。 

 

〔事業系統図〕 
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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”を基本としています。 

   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います。 

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、お客さま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分別

管理信託を確立し、確固たる投資家保護を貫いています。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、お客様の資産を守り、殖

やし、そしてその資産が受け継がれるための方法をご提供いたします。当社が標榜するサービスブランド

“Private Banking Solution”は、その全てにおいて業界の 先端にして 高水準のクオリティであるこ

とへの当社の自身を表しております。 

以上、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参ります。 

 

（２）目標とする経営指標 

 当社は、少数精鋭の高い利益率を誇れる企業を目指すことを重点に、収益性の面では企業価値の 大化のた

め株主資本の効率性を示す自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を、また、安全性の面に関しては、顧客の大事な

資産を預り、リスクを取りながら運用して頂く金融商品を取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高く維持すること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、外国為替証拠金取引業界において取引開始時の 低預託金を 200 万円以上に設定し、「プライベー

トバンキング・ソリューション」というサービスブランドを掲げ、外国為替証拠金取引をマネーゲームではな

く時間を味方にしながら顧客の資産を「守る」「殖やす」「受け継いでいく」ための資産運用として富裕層並び

に資産運用層への訴求を重点的に行って参りました。そして、卓越した信託保全スキームや安心・安全を第一

にした投資家保護、顧客サポート並びにコンサルティング等を徹底し、企業としても安定的かつ持続成長が可

能な体質を築いて参りました。その一例として、リスク管理を視覚的に把握することができ顧客利便性が拡充

されたシミュレーション機能の搭載や為替相場のボラティリティが低迷した時のいわゆるレンジ相場でも顧
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客が収益機会を逃さずトレード対応できるリピート注文機能（ex.リピートイフダン注文、トラップリピート

イフダン注文等）の開発、新通貨ペアの導入等、顧客が適切に資産運用を行うことができるツールを矢継ぎ早

に開発並びに提供して参りました。今後もこの「プライベートバンキング・ソリューション」のもと、更なる

ブランド力の向上を図って参ります。また、平成 20 年６月下旬よりネット完結型の新しい取引コースを新設

する計画であります。この新コースの設定により、当社で取引を行う顧客の裾野をさらに拡大し、①顧客サー

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、を図り、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。 

 

（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、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

おります。当社は外国為替証拠金取引事業に特化しているため、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、収益面において少なからず外国為

替相場の環境に左右される可能性があります。当社は外国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外国為替証拠金取引を通じた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。今後は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やアライアンスを含めた他の金融機関との連携等も模索し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、平成 10 年４月の外国為替及び外国貿易法改正以降新たに誕生

した業界であり、業界自体の拡大が続いております。そのため優秀な人材の確保、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。 

  当社では即戦力となる正社員の採用を中心に人員体制の強化を行い、実務を中心とした人材育成を行い人

材レベルの維持に努め、実力本位の人事処遇制度を採用することで、優秀な人材の確保に努めて参ります。 

  また、ノウハウや社員教育の体系化を行い、必要に応じて研修、ＯＪＴによる人材育成体制の確立に一層

取り組み、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た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通貨ペアで事業展開を行い、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。そして平成 19 年２月 26 日より「香港ドル／円」「南アフリカランド／円」、平

成 20 年１月７日より「カナダドル／円」、さらに平成 20 年３月 24 日より「豪ドル／米ドル」「ニュージー

ランドドル／米ドル」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考慮した上で、顧客ニーズに的確に応えることがで

きるよう慎重に取扱通貨ペアの充実を行っていく予定であります。当社は 外国為替証拠金取引以外の金融
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商品を取扱っておりませんが、今後は、通貨ペア数の充実だけではなく外国為替証拠金取引を中心とした顧

客ニーズ、顧客満足に相応できる金融商品の開発並びに事業展開を図り、安定して収益の拡大を実現できる

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 

当社は継続的な営業収益の拡大のために、実需の外国為替取引を行う事業法人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。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

用いた資産保全スキームを活用することにより、中小法人顧客のヘッジ目的の為替取引から運用まで幅広く

提供しております。今後は、大手法人顧客のニーズに合致した短期のヘッジ手段として活用できる商品の開

発・付加等を行って参ります。 

 

(4)ブランド力の向上 

昨今、外国為替証拠金取引業界は異業種からの参入等も散見できるほど業界内での競争が激しくなってお

り、取引単位の小口化及びハイレバレッジが主流になっているように見受けられます。その中において当社

は、同業他社とは徹底した差別化を行っております。 

当社は、「プライベートバンキング・ソリューション」というサービスブランドを掲げ、富裕層及び資産

運用層を中心に信託保全スキーム（トラスト アカウント プロテクション）のもと時間を味方にしながら「守

る」「殖やす」「受け継いでいく」ための資産運用として外国為替証拠金取引を提供しております。 

従来、当社は取引開始時の 低預託金を 200 万円以上に設定しておりましたが、この 200 万円以上のコー

スとは別に、ネット完結型の新しい取引コースを新設する計画であります。この新コースでは顧客の裾野を

さらに拡大し、当社で実際に取引を行うことで当社における利便性及び外国為替証拠金取引よる実践的な資

産運用方法等をオンライン限定にて提供していく計画でありますが、あくまでも取引に対する考え方は資産

運用であります。また、販売促進のキャッチコピー『ＬＯＮＧ ＬＩＦＥ ＦＸ』を当社のビジネスコンセ

プトに位置づけるキーワードとして、Ｗｅｂ上を含む一般広告媒体で顧客への訴求を狙って参ります。 

このように当社は徹底した差別化のもとブランド力の維持及び向上に注力し、更なるブランド戦略及び

積極的な情報発信に努めて参ります。 

 

(5)コンプライアンス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、金融商品の販売に関する法

律、金融商品取引法等を遵守すること、また、高度なコンプライアンス及び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、商品知識、適正な投資勧誘方法の習熟を図っており

ます。今後も法令順守の徹底並びに情報管理等の強化により、信頼性の確保、維持、向上に努め、営業部

門等への牽制機能をさらに強化し、より一層のコンプライアンスの徹底を実行し、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環境を整備して参ります。 

 

(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、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、全
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顧客に対して効果的な対応が要求されます。そこで当社は、投資または市況解説等に関する各種セミナーを

積極的に開催しております。また、全国各地にセミナー講師を派遣し、各種勉強会等を行うデリバリーグル

ープミーティングなどを継続的に開催しております。今後もＣＲＭの更なる強化を行い、顧客満足度の向上

を図っていく所存です。 

 

 

（５）その他、会社の経営上の重要な事項 

  該当事項はありません。 
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４．財務諸表 

(1) 貸借対照表 
 

  前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

当事業年度末 
(平成20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  1,724,113  2,955,145

 ２ 分別管理信託 ※１ 22,361,236  12,662,327

 ３ 前払費用  10,672  18,346

 ４ 繰延税金資産  25,516  14,869

 ５ その他  ―  1,063

  流動資産合計  24,121,537 98.5  15,651,752 96.7

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物  62,582 171,210 

    減価償却累計額  △7,104 55,478 △19,200 152,009

  (2) 工具器具及び備品  78,910 138,365 

    減価償却累計額  △30,177 48,733 △55,000 83,365

有形固定資産合計  104,211 0.4  235,375 1.5

 ２ 無形固定資産   

  (1) ソフトウェア  60,008  41,195

(2) ソフトウェア 
仮勘定 

 ―  32,682

  (3) その他  957  940

   無形固定資産合計  60,966 0.2  74,818 0.5

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  153,374  125,730

  (2) 長期前払費用   681  1,283

  (3) 差入保証金  56,597  79,152

  (4) 繰延税金資産  3,680  18,226

  (5) その他  174  246

     投資損失引当金  ―  △5,410

  投資その他の資産合計  214,508 0.9  219,227 1.3

  固定資産合計  379,686 1.5  529,421 3.3

  資産合計  24,501,224 100.0  16,181,174 100.0
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  前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

当事業年度末 
(平成20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  87,715   55,885

 ２ 未払法人税等  346,266  175,224

 ３ 顧客預り勘定 ※２ 22,193,338  12,415,839

 ４ 役員賞与引当金  30,000  ―

 ５ その他  4,826  5,402

   流動負債合計  22,662,146 92.5  12,652,351 78.2

Ⅱ 固定負債   

 １ 新株予約権付社債  111,000  ―

   固定負債合計  111,000 0.4  ― ―

   負債合計  22,773,146 92.9  12,652,351 78.2

 (純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  527,835 2.2  1,224,005 7.6

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金  432,835 1,129,005 

    資本剰余金合計  432,835 1.8  1,129,005 7.0

 ３ 利益剰余金   

  (1) その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  720,534 1,181,310 

    利益剰余金合計  720,534 2.9  1,181,310 7.3

   株主資本合計  1,681,204 6.9  3,534,320 21.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価 
   差額金 

 4,373 △5,498 

   評価・換算差額等合計  4,373 0.0  △5,498 △0.0

Ⅲ 新株予約権  42,500 0.2  ― ―

   純資産合計  1,728,077 7.1  3,528,822 21.8

   負債・純資産合計  24,501,224 100.0  16,181,174 100.0
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(2) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20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  1,765,184 2,039,083 

 ２ その他  360 1,765,544 100.0 360 2,039,443 100.0

Ⅱ 営業費用   

 １ 販売費及び一般 
管理費 

※１ 815,518 46.2  1,086,551 53.3

   営業利益  950,025 53.8  952,891 46.7

Ⅲ 営業外収益   

 １ 受取利息  2,099 12,156 

 ２ その他  303 2,402 0.1 42 12,198 0.6

Ⅳ 営業外費用   

 １ 支払利息  179 347 

 ２ 社債利息  5,490 1,865 

 ３ 株式交付費  241 11,774 

 ４ 公開準備費用  ― 13,906 

 ５ 投資損失引当金 
繰入額 

 ― 5,410 

 ６ その他  1 5,913 0.3 ― 33,303 1.6

   経常利益  946,515 53.6  931,786 45.7

Ⅴ 特別損失   

 １ 固定資産除却損 ※２ ― 49 

 ２ 投資有価証券評価損  ― ― ― 11,000 11,049 0.5

  税引前当期純利益  946,515 53.6  920,737 45.1

  法人税、住民税 
  及び事業税 

 413,620 376,411 

  法人税等調整額  △14,403 399,216 22.6 2,873 379,285 18.6

  当期純利益  547,298 31.0  541,452 26.6
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㈱マネースクウェア・ジャパン(8728)平成 20 年３月期決算短信(非連結) 

 
(3) 株主資本等変動計算書 
 

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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当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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19年３月31日残高(千円) 527,835 432,835 720,534 1,681,204

事業年度中の変動額  

 新株の発行（千円） 696,170 696,170 ― 1,392,340

剰余金の配当（千円） ― ― △80,676 △80,676

 当期純利益(千円) ― ― 541,452 541,452

 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) 696,170 696,170 460,776 1,853,116

平成20年３月31日残高(千円) 1,224,005 1,129,005 1,181,310 3,534,320

 

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 

事業年度中の変動額  

 新株の発行（千円） ― ― 1,392,340 

剰余金の配当（千円） ― ― △80,676 

 当期純利益(千円) ― ― 541,452 

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)(千円) 

△9,871 △42,500 △52,371 

事業年度中の変動額合計(千円) △9,871 △42,500 1,800,744 

平成20年３月31日残高(千円) △5,498 ― 3,528,822 
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 (4) キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 税引前当期純利益  946,515 920,737 

 ２ 減価償却費  44,366 56,520 

 ３ 株式交付費  241 11,774 

 ４ 役員賞与引当金の増減額 
（△は減少） 

 30,000 △30,000 

 ５ 投資損失引当金の増減額  ― 5,410 

 ６ 受取利息  △2,099 △12,156 

 ７ 支払利息及び社債利息  5,670 2,212 

 ８ 為替差損益  △17 406 

 ９ 固定資産除却損  ― 49 

 10 投資有価証券評価損  ― 11,000 

 11 分別管理信託の増減額 
（△は増加） 

 △8,952,050 9,791,823 

 12 前払費用の増減額（△は増加）  1,715 △7,674 

 13 未払金の増減額（△は減少）  18,299 △31,104 

 14 顧客預り勘定の増減額 
（△は減少） 

 8,937,129 △9,777,499 

 15 役員賞与の支払額  △30,000 ― 

 16 その他  2,652 2,115 

    小計  1,002,423 943,616 

 17 利息の受取額  2,099 11,093 

 18 利息の支払額  △6,012 △2,937 

 19 法人税等の支払額  △218,644 △549,595 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  779,865 402,176 

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  △1,000,000 △500,000 

 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  △21,784 △168,424 

  ４ 無形固定資産の取得による支出  △9,766 △33,159 

  ５ 差入保証金の差入による支出  △452 △23,617 

  ６ 差入保証金の回収による収入  746 1,063 

  ７ その他  △64 △72 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,076,321 △724,211 
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㈱マネースクウェア・ジャパン(8728)平成 20 年３月期決算短信(非連結) 

 
 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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  200,000 300,000 

 ２ 短期借入金の返済による減少  △200,000 △300,000 

 ３ 株式の発行による収入  ― 1,227,065 

 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  △241 1,146,389 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  17 △406 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

 △296,679 823,947 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,135,123 838,443 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 838,443 1,662,390 
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

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 

 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 

同 左 

 

 

 

・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：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 

 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 

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。 

 

               

 

 

               

 

投資損失引当金 

 投資に係る損失に備えるため、被投資会

社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額

を計上しております 

 

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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

８ 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 

   

 
財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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。 

 

当事業年度から、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3,526千円減少しております。 

 

 

 

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。 
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表示方法の変更 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

（貸借対照表関係） 
 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

当事業年度末 
(平成20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 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
 

 

※２ 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 20,929,689千円
確定損益未受渡分 △26,000千円
未決済残高評価損益 △8,487,849千円

顧客預り勘定 合計 12,415,839千円
 

 

  

 
（損益計算書関係） 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は54％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は46％であり

ます。 

主な内訳は次のとおりであります。 

役員報酬 74,958千円

役員賞与引当金繰入額 30,000千円

給与手当 180,834千円

広告宣伝費 94,279千円

減価償却費 44,366千円

支払報酬 64,919千円

地代家賃 67,584千円

 
 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は55％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は45％であ

ります。 

主な内訳は次のとおりであります。 

役員報酬 92,500千円

給与手当 249,631千円

広告宣伝費 199,601千円

減価償却費 56,520千円

支払報酬 78,085千円

地代家賃 85,123千円
 

※２                       

 

※２ 固定資産除却損 

固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具及び備品 49千円
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㈱マネースクウェア・ジャパン(8728)平成 20 年３月期決算短信(非連結) 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

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)２

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)３

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 

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。 

３ 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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当事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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 増加株式数 減少株式数 当事業年度末 

普通株式（株） 36,671 17,920 ― 54,591

（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 

平成20年３月３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900株 

平成20年３月３日付 第２回無担保新株予約権付社債の新株予約権部分の権利行使による増加100株 

平成20年３月３日付 第２回新株予約権の権利行使による増加130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 ― ― (注)２

第２回無担保新株予約権付社債 普通株式 100 ― 100 ― ― (注)２

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 ― ― (注)２

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 ― ― (注)２

第２回新株予約権 普通株式 210 ― 210 ― ― (注)２

第３回新株予約権 普通株式 180 ― 180 ― ― (注)２

第４回新株予約権 普通株式 30 ― 30 ― ― (注)２

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 ― ― (注)２

合計  18,420 12,720 5,700 ―  

（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 

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
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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２回無担保新株予約権付社債の新株予約権部分の減少は新株予約権者である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平成20年３月３日付にて新株予約権の行使請求が行われ、同日付で新株予約

権100株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、並びに同じく社債権

者である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平成20年３月３日付にてあおぞらイン

ベストメント一号投資事業有限責任組合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900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、並びに同じく新株予約権者である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平成

20年３月３日付にてあおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合の持分の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130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 
 

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20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 136,477 2,500.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※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
 

※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 2,955,145千円

外国為替証拠金取引顧客分別金 △38,761千円

分別管理信託（自己勘定） 246,005千円
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 1,662,390千円
 

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
 

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        19,500千円 

転換による資本準備金増加額      19,500千円 

転換による社債の減少額        39,000千円 

 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 
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（リース取引関係） 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 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。 

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 9,236 4,074 5,162

 (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 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。 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,068千円

１年超 4,094千円

合計 5,162千円

 (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 2,005千円

減価償却費相当額 2,005千円
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1,632千円

減価償却費相当額 1,632千円
 

 (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） 

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) 

貸借対照表日における
貸借対照表計上額(千円)

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの 

① 株式 25,000 32,700 7,700

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 25,000 32,700 7,700

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 101,000 100,674 △325

小計 101,000 100,674 △325

合計 126,000 133,374 7,374

 
２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

 その他有価証券 
貸借対照表日における 
貸借対照表計上額(千円) 

 その他  20,000

計 20,000

 
 

36 



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

 

 
当事業年度末（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 当事業年度末(平成20年３月31日) 

 その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表日における
貸借対照表計上額(千円)

差額 
(千円) 

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 ― ― ―

小計 ― ― ―

貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの 

① 株式 14,000 14,000 ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 101,000 91,730 △9,269

小計 115,000 105,730 △9,269

合計 115,000 105,730 △9,269

（注）１ 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価格であります。 

    ２ 当事業年度において、株式の減損処理を行い、投資有価証券評価損11,000千円を計上しております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
当事業年度末 

(平成20年３月31日) 

 その他有価証券 
貸借対照表日における 
貸借対照表計上額(千円) 

 その他  20,000

計 20,000

（注）当事業年度において、投資損失引当金 5,410 千円を計上しております。 

 

 

 

37 



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

 

（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

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。 
 

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。 

 
 
当事業年度末（平成 20 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 9,040,330 ― 1,573,344 7,466,985

買建 10,356,075 ― 11,376,939 1,020,864

合計 ― ― ― 8,487,849

（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 69,569,220 ― 69,598,318 △29,098

買建 121,162,973 ― 121,397,795 234,821

合計 ― ― ― 205,723

（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） 
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。 

 
当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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） 

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。 
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 (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) ― 

 

当事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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。 
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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 5,700 

未確定残 ― 

権利確定後        (株)  

前事業年度末 ― 

権利確定 5,700 

権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 5,700 

 

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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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 25,516 

控除対象外消費税額等 437 

 減価償却超過額 5,566 

 長期前払費用 676 

 繰延税金資産合計 32,197 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 3,000 

繰延税金負債合計 3,000 

繰延税金資産の純額 29,196 

   

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 14,671 

減価償却超過額 7,445 

投資有価証券評価損 4,475 

 投資損失引当金 2,201 

 その他有価証券評価差額金 3,771 

 その他 529 

繰延税金資産の合計 33,095 

   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 

 

 
（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 
属性 会社等の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

法人主
要株主 

T&C CAPITAL, 
LTD.（注）３ 

Grand 
Cayman, 
Cayman 
Islands, 
B.W.I. 

10,000 投資事業 
(被所有)
直接5.2

―
外国為替
証拠金取
引の受託

外国為替証
拠 金 取 引
(注)１、２

7,533,696 
（注）４ 

顧客預り
勘定 

448,733
（注）５

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方法等については、一般取引条件と同様に決定しております。 

２ 外国為替証拠金取引については、売買取引高（円換算額）を取引金額欄に記載しております。 

３ 法人主要株主T&C CAPITAL, LTD. については、平成18年６月22日付で株式の譲渡が行われ、持株比率が10％未

満となったため、法人主要株主に該当しなくなりました。 

４ 平成18年６月22日までの取引金額となっております。 

５ 平成18年６月22日時点の残高となっております。 
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２ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 会社等の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及
びその
近親者 

山本 久敏 ― ― 
当社代表取
締役社長 

(被所有)
直接15.4

― ―

当社が発行
する社債に
対する債務
被保証 
(注)３、４

111,000 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１ 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方法等については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ 上記のほか、社債利息の支払いに対しても保証を受けておりますが、上場申請日の前日までに全ての社債権者

と取引について解消しております。 

４ 上記保証に関し、保証料の支払いを行っておりません。 

 
当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  該当事項はありません。 

 
２ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 会社等の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

当社が発行
する社債に
対する債務
被保証 
(注)２、３

111,000 ― ―
役員及
びその
近親者 

山本 久敏 ― ― 
当社代表取
締役社長 

(被所有)
直接17.5

― ―

新株予約権
の行使 
(注)４ 

265,000 ― ―

役員及
びその
近親者 

相葉 斉 ― ― 
当社代表取
締役副社長

(被所有)
直接6.8

― ―
新株予約権
の行使 
(注)４ 

155,000 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１ 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

２ 上記のほか、社債の利息に対しても保証を受けておりますが、上場申請日（平成19年７月19日）の前日までに

全て社債権者と取引について解消しております。 

３ 上記保証に関し、保証料の支払いを行っておりません。 

４ 平成19年８月９日付にて新株予約権が行使され、１株につき50,000円の払込が行われたことによるものであり

ます。 
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（１株当たり情報） 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 45,964円87銭 64,641円10銭

１株当たり当期純利益金額 15,710円27銭 11,670円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― 10,054円26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、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。 

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株当たり当期純利益金額は、新規
上場日から当事業年度末までの平
均株価を期中平均株価とみなして
算定しております。 
 

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

 １株当たり当期純利益金額   

損益計算書上の当期純利益(千円) 547,298 541,452

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 547,298 541,452

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) 

34,837

31,757

2,228

852

46,396

46,396

―

―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（千円） 

（うち社債利息(税額相当額控除後)(千円)） 

―

(―)

1,106

(1,106)

普通株式増加数（株） 

（うち新株予約権にかかる増加数(株)） 

（うち新株予約権付社債にかかる増加数(株)） 

―

(―)

(―)

7,567

(5,744)

(1,823)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額の算定に含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） 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 
 

会社法第156条に基づく自己株式の取得 

当社は、平成20年４月28日開催の取締役会において、下

記のとおり、自己株式の取得枠設定について平成20年６月

27日開催予定の第６回定時株主総会に付議することを決議

いたしました。なお、第６回定時株主総会の招集について

の取締役会決議は平成20年５月15日に行っております。 

(1) 自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化等に対応した機動的な資本政策の遂行を

可能とし、資本効率の向上を通じて株主への利益還元をは

かるため 

(2) 取得に係る事項の内容 

 ①取得対象株式の種類 当社普通株式 

 ②取得しうる株式の総数 3,000株（上限） 

（発行済株式総数に対する割合5.50％） 

 ③株式の取得価額の総額 200百万円（上限） 

 ④取得期間 平成20年６月27日開催予定の第６回定時株

主総会に付議予定の「自己株式取得の件」

が承認可決され、効力発生日から平成21

年６月開催予定の定時株主総会終結の時

まで 

(注) 上記の内容については、平成20年６月27日開催予定の

当社定時株主総会において、「自己株式取得の件」が

承認可決されることが条件。 

 

 

ストックオプション（新株予約権）の付与 

当社は、平成20年５月15日開催の取締役会において、会

社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の

要領により当社取締役および従業員に対し、ストックオプ

ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締

役会に委任することにつき、承認を求める議案を平成20年

６月27日開催予定の第６回定時株主総会に提案することを

決議いたしました。なお、当社取締役に対する新株予約権

付与は、会社法第361条の報酬等に該当いたします。 

記 

１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを

目的として、当社取締役および従業員に対し新株予約権

を発行するものであります。また、当社取締役に対し新

株予約権を付与することについては、ストックオプショ

ンの目的で付与するものであり、取締役の報酬等として

相当であると存じます。 

２．新株予約権の払込金額 

金銭の払込みを要しないものとする。 

３．新株予約権の割当日 

当社取締役会に委任するものとする。 

４. 新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 
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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) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 当社普通株式 2,300 株とする。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次

の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数につい

ては、これを切り捨てる。 
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 
 

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移

転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株

式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要と

する場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案

のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができ

る。 

(2) 新株予約権の総数 

2,300 個を上限とする。なお、この内、当社取締役に

付与する新株予約権は 1,050 個、従業員に付与する新株

予約権は 1,250 個とする。（新株予約権１個当たりの目

的となる株式数は１株とする。ただし、上記(1)に定め

る株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うも

のとする。） 

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭と

し、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべ

き１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に各

新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行

使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」

という。）の属する月の前月の各日（取引が成立しない

日を除く。）の大阪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 を乗じた金額とし、１

円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日

の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の

終値）を下回る場合は、割当日の終値とする。 

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式

併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株

式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
 

                                  １ 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×    

分割・併合の比率 
 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につ

き、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会

社法第 194 条の規定（単元未満株主による単元未満株式

売渡請求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券もしくは転換できる証券または当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合

を除く。）、上記の行使価額は、次の算式により調整され
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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) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げる。 

新規発行株式数 

×１株当たり払込価額 
既発行

株式数
＋ 

時価 

 

調整後

行使価額
＝

 

調整前

行使価額
×

既発行株式数＋新規発行株式数 

  

上記算式において、「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係る自

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。 

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を

行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案

のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することがで

きる。 

(4) 新株予約権を行使することができる期間 

平成 22 年７月１日から平成 30 年６月 26 日までとす

る。ただし、行使期間の 終日が会社の休日にあたると

きは、その前営業日を 終日とする。 

(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

増加する資本金およ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いて

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増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じ

た金額とする。 

(6) 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、当社または当社

の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあ

ることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了によ

り退任した場合、または従業員が定年により退職した場

合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な

理由があると認めた場合はこの限りでない。 

②新株予約権の相続はこれを認めない。 

③その他権利行使の条件は、平成 20 年６月 27 日開催の当

社第６回定時株主総会決議及び同総会以後に開催され

る取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによ

る。 

(7) 新株予約権の取得の条件 

①当社は、新株予約権者が上記(6)による新株予約権の行

使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を

無償で取得することができる。 

②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が

当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全
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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) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式

移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(8) 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、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。 

(9) 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 

組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以

下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め

た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定め

る株式会社の新株予約権を交付するものとする。 

①合併（当社が消滅する場合に限る。） 

合併後存続する株式会社または合併により設立する株

式会社 

②吸収分割 

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権

利義務の全部または一部を承継する株式会社 

③新設分割 

新設分割により設立する株式会社 

④株式交換 

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社 

⑤株式移転 

株式移転により設立する株式会社 

(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない

端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(11) 新株予約権のその他の内容 

新株予約権に関するその他の内容については、今後開

催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他の

募集事項と併せて定めるものとする。 
 

(注) 上記の内容については、平成 20 年６月 27 日開催予定

の当社定時株主総会において、「ストックオプション

として新株予約権を発行する件」が承認可決されるこ

とが条件。 

 

 

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与 

当社は、平成 20 年５月 15 日開催の取締役会において、

会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、

以下の要領により当社取締役、監査役および従業員に対し、

株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権

の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、承認

を求める議案を平成 20 年６月 27 日開催予定の第６回定時

株主総会に提案することを決議いたしました。なお、当社

取締役に対する新株予約権付与は、会社法第 361 条の報酬

等に該当いたします。 

記 

１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

当社は、取締役、監査役および従業員の報酬体系を見直

し、本総会終結の時をもって報酬と当社の業績および株式
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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) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 価値の連動性を明確にし、株主の皆様との価値共有を高め

るため、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約

権を発行するものであります。また、当社取締役に対し新

株予約権を付与することについては、株式報酬型ストック

オプションの目的で付与するものであり、取締役の報酬等

として相当であると存じます。 

２．新株予約権の払込金額 

金銭の払込みを要しないものとする。 

３．新株予約権の割当日 

当社取締役会に委任するものとする。 

４. 新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式 700 株とする。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次

の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数につい

ては、これを切り捨てる。 
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移

転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株

式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要と

する場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案

のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができ

る。 

(2) 新株予約権の総数 

700 個を上限とする。なお、この内、当社取締役に付

与する新株予約権は 560 個、当社監査役に付与する新株

予約権は 40 個、従業員に付与する新株予約権は 100 個

とする。（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、

１株とする。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整

を行った場合は、同様の調整を行うものとする。） 

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭と

し、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべ

き１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に各

新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行

使価額は、１円とする。 

(4) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）

から 30 年以内とする。 

(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

増加する資本金およ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いて

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増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において
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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) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限

度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金

額とする。 

(6) 新株予約権の行使の条件 

①上記（4）の期間内において、新株予約権者は、権利行

使時において、当社の取締役、監査役および従業員のい

ずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開

始日」という）から 10 日間に限り新株予約権を行使す

ることができるものとする。 

②上記①にかかわらず平成50年６月26日に至るまで新株

予約権者が権利行使開始を迎えなかった場合、その新株

予約権者はその新株予約権の権利を喪失する。 

③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の相続を認めるものとする。 

④その他権利行使の条件は、平成 20 年６月 27 日開催の当

社第６回定時株主総会決議および同総会以後に開催さ

れる取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところに

よる。 

(7) 新株予約権の取得の条件 

①当社は、新株予約権者が上記(6)による新株予約権の行

使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を

無償で取得することができる。 

②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が

当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移

転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、

当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

(8) 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、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。 

(9) 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 

組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以

下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め

た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定め

る株式会社の新株予約権を交付するものとする。 

①合併（当社が消滅する場合に限る。） 

合併後存続する株式会社または合併により設立する株

式会社 

②吸収分割 

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権

利義務の全部または一部を承継する株式会社 

③新設分割 

新設分割により設立する株式会社 

④株式交換 

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得す

る株式会社 

⑤株式移転 

株式移転により設立する株式会社 

(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない
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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) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(11) 新株予約権のその他の内容 

新株予約権に関するその他の内容については、今後

開催される募集新株予約権発行の取締役会で、その他

の募集事項と併せて定めるものとする。 
 

(注) 上記の内容については、平成 20 年６月 27 日開催予定

の当社定時株主総会において、「取締役、監査役およ

び従業員に対して株式報酬型ストックオプションとし

て新株予約権を発行する件」が承認可決されることが

条件。 

  

  
 
 

 

５．その他 

(1) 役員の異動 

 ①代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

 

 ②その他役員の異動（平成 20 年６月 27 日付予定） 

１．新任取締役候補  

藤森 昭彦  （現 当社総合企画部長） 
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