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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１四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油・穀

物等原材料価格の高騰に伴う物価上昇等から景気の減速傾向は一層強まり、前事業年度に見せていた堅調な
企業収益にも大きく変調をきたし、全体的に先行き不透明な状況及び厳しい経営環境で推移いたしました。
その中にあって外国為替市場は、４月の米ドル／円相場においては、米ＦＲＢによる積極的な金融危機対

応を受け信用不安が薄らぐ中、米ドルじり高の展開が続き、１米ドル＝99円台からスタートし、原油高、イ
ンフレ懸念及び米利下げ打ち止め観測の広がり等から104円台後半まで円安米ドル高が進行いたしました。５
月に入ると、予想以上に堅調な米小売売上やＦＲＢ高官による利下げ打ち止め示唆発言等がありましたが、
概ね102～105円台半ばまでのレンジ相場に終始しました。６月に入ると、米ＦＲＢ議長のドル安牽制発言、
米財務長官による介入示唆発言等を契機に円安米ドル高が進行し、一時108円台半ばまでドル高が加速する
も、月末にかけて原油高や金融不安再燃を背景とした米株の大幅下落を受け、105円台までドルが急落する流
れで、第１四半期会計期間末を迎えました。
米ドル／円以外に目を向けると、ＥＣＢによる利下げ先送り観測等から161円台後半まで円安ユーロ高が進

行し、Ｇ７を控えた警戒感等から一時165円台目前まで円安ユーロ高が加速するも、その後ユーロ圏の低調な
景気指標や欧州金融機関決算への懸念等から、158円台後半まで円高ユーロ安が進行しましたが、原油高加速
を受けたユーロへの資金逃避、ＥＣＢ総裁の７月利上げ示唆発言、欧州での金利先高観の強まり等からユー
ロ発足来の高値となる169円台半ばまでユーロ高が加速する場面もありました。
このような状況下において当社は、平成20年１－３月期のような方向感の見えない相場状況が顧客の取引

手控え要因となっていた頃と比べると徐々に回復傾向を示し、顧客口座数に関しても前事業年度末の7,026口
座から9,133口座（対前事業年度末比30.0％増）へ拡大しておりますが、当第１四半期の相場状況が顧客心理
を完全に払拭するまでには至らず、取引手控え状態の顧客も依然多かったこと等が影響し、当第１四半期会
計期間における営業収益は、348,902千円になりました。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、ブランディング及び顧客獲得等のための広告宣伝費等の増加の影響もあり、330,508千円とな
り、営業利益は18,393千円となりました。経常利益は、営業外収益に受取利息を3,078千円計上した結果、
21,472千円となりました。また、四半期純利益は11,859千円となりました。
　なお、当第１四半期会計期間は、第１四半期会計期間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。

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１四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、4,941,875千円増加し、21,123,049千円となりました。これは主に、流動資産のうち分
別管理信託が5,066,456千円増加したためであります。
負債総額は、前事業年度末と比べ、5,062,329千円増加し、17,714,680千円となりました。これは主に、流

動負債のうち顧客預り勘定が5,188,693千円増加したためであります。
純資産額は、前事業年度末と比べ、120,453千円減少し、3,408,368千円となりました。これは主に、配当

金の支払い等により利益剰余金が124,617千円減少したためであります。
②キャッシュ・フローの状況
当第１四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、267,070千円の減少となり、残高は1,395,320千円となりました。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、取引を手控えている顧客が多かったものの、販売費及び一般管理
費の抑制に努めた結果等により、税引前四半期純利益を21,472千円計上したこと、未払金の増減額が30,254
千円増加したこと、また、法人税等の支払額が167,600千円の支出となったこと等により、88,723千円の減少
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、設備投資に伴う支出等により、42,010千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、配当金の支払額136,477千円により、136,477千円の減少となりま
した。
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3. 業績予想に関する定性的情報
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。
　以上のような理由から、当社では当事業年度より業績予想についての開示を取り止めております。
　なお、業績予想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、預り資産残高及び営業収益に
ついて、ＴＤｎｅｔ（適時開示情報伝達システム）を通じて開示を行っております。

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等
規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。
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５．【四半期財務諸表】 
（1）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,813,225 2,955,145 
分別管理信託 17,728,783 12,662,327 
前払費用 13,054 18,346 
繰延税金資産 6,010 14,869 
その他 3,778 1,063 
流動資産合計 20,564,852 15,651,752 

固定資産   
有形固定資産 258,277 235,375 
無形固定資産 77,931 74,818 
投資その他の資産   
投資有価証券 132,751 125,730 
長期前払費用 1,123 1,283 
差入保証金 78,304 79,152 
繰延税金資産 14,955 18,226 
その他 264 246 
投資損失引当金 △5,410 △5,410 

投資その他の資産合計 221,988 219,227 

固定資産合計 558,197 529,421 

資産合計 21,123,049 16,181,174 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
未払金 86,140 55,885 
未払法人税等 2,823 175,224 
顧客預り勘定 17,604,532 12,415,839 
その他 21,184 5,402 
流動負債合計 17,714,680 12,652,351 

負債合計 17,714,680 12,652,351 

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,224,005 1,224,005 
資本剰余金   
資本準備金 1,129,005 1,129,005 
資本剰余金合計 1,129,005 1,129,005 

利益剰余金   
その他利益剰余金   
繰越利益剰余金 1,056,692 1,181,310 
利益剰余金合計 1,056,692 1,181,310 

株主資本合計 3,409,702 3,534,320 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △1,333 △5,498 

評価・換算差額等合計 △1,333 △5,498 

純資産合計 3,408,368 3,528,822 

負債純資産合計 21,123,049 16,181,174 
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（2）【四半期損益計算書】 
（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業収益  
トレーディング損益 348,902 
営業収益合計 348,902 

営業費用  
販売費及び一般管理費合計 330,508 

営業利益 18,393 
営業外収益  
受取利息 3,078 
営業外収益合計 3,078 

経常利益 21,472 

税引前四半期純利益 21,472 
法人税、住民税及び事業税 340 
法人税等調整額 9,272 
法人税等合計 9,612 

四半期純利益 11,859 
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（3）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期純利益 21,472 
減価償却費 16,825 
受取利息 △3,078 
為替差損益（△は益） △140 
分別管理信託の増減額（△は増加） △5,191,606 
前払費用の増減額（△は増加） 5,291 
未払金の増減額（△は減少） 30,254 
顧客預り勘定の増減額（△は減少） 5,188,693 
その他 10,585 
小計 78,296 
利息の受取額 580 
法人税等の支払額 △167,600 

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,723 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △34,983 
無形固定資産の取得による支出 △7,857 
差入保証金の回収による収入 848 
その他 △18 

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,010 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
配当金の支払額 △136,477 

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,477 

現金及び現金同等物に係る換算差額 140 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △267,070 

現金及び現金同等物の期首残高 1,662,390 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,395,320 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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