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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,379 ― 699 ― 696 ― 411 ―
20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 58.34 ―
20年3月期第1四半期 ― ―

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

21年3月期第1四半期 16,638 2,696 16.2 382.44
20年3月期 16,105 2,284 14.2 162,048.31

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,696百万円 20年3月期  2,284百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

第2四半期累計期間 2,747 117.4 1,187 103.6 1,174 101.9 688 106.1 82.92
通期 5,752 71.9 2,086 45.7 2,034 42.3 1,187 42.0 143.03

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  無  

(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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  7,050,000株 20年3月期  14,100株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  7,050,000株 20年3月期第1四半期  14,100株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
・ 当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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）を適用しています。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しています。 
・ 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およ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条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情
報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
・ 当社は、平成20年５月１日付で平成20年４月30日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式を、１株につき500株の割合をもって分割しました。 
・ 第２四半期累計期間および通期の１株当たり当期純利益は、第１四半期末現在の発行済株式数に公募予定株式数（1,250千株）を含めた予定期末発行済株式数8,300
千株により算出しています。 
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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１四半期会計期間は、新チャート「チャートナビプライム」の提供や、インターネット入金

サービス提携金融機関の追加などお客様サービス向上施策等により、当第１四半期会計期間末の口

座数が36,332口座（前事業年度末比37.0％増）、預り保証金残高が12,090百万円（前事業年度末比

29.5％増）と増加し、当社のお客様基盤は着実に拡大しました。 

また、サブプライムローン問題の再燃による信用不安や、原油等資源価格の高騰による世界的な

インフレ懸念などにより、外国為替相場の変動幅が大きくなったことからお客様の取引も活発化し、

当第１四半期会計期間の外国為替保証金取引高は、47,546百万通貨となりました。 

この結果、当第１四半期会計期間の営業収益は1,379百万円となり、営業利益は699百万円、経常

利益は696百万円、そして四半期純利益は411百万円となりました。 

 

２． 財政状態に関する定性的情報 

(1) 当第１四半期の資産・負債および純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の総資産は、前会計年度末比533百万円増の16,638百万円となりまし

た。これは主に保証金分別信託が3,971百万円増加する一方で、外国為替取引差入担保金が1,502

百万円、現金及び預金が1,206百万円、外国為替保証金取引評価勘定（お客様の評価損）が620百

万円減少したことによるものです。 

負債は、前会計年度末比121百万円増の13,942百万円となりました。これは主に外国為替保証

金取引預り保証金が2,753百万円増加する一方で、外国為替取引預り担保金が2,404百万円減少し

たこと等によるものです。 

純資産は、利益剰余金の増加により前会計年度末比411百万円増の2,696百万円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ1,206百万円減

少し2,229百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とその増減要因は、次のとおりです。 
 

（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、税引前四半期純利益696百万円に加え、お客様からお

預りした外国為替保証金取引預り保証金の増加による収入2,754百万円および外国為替取引差入

担保金の減少による収入1,502百万円がある一方で、保証金分別信託の増加による支出3,971百万

円および外国為替取引預り担保金の減少による支出2,404百万円があり、 終的に1,101百万円の

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、無形固定資産の取得による支出等により104百万円の

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・フローの増減はありません。 

 

３． 業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の外国為替保証金取引業界は、異業種の参入、商品やサービスの多様化、スプレ

ッドの狭小化などお客様獲得競争の激化が予想されます。当社は、新チャート「チャートナビプライ

ム」の提供、高レスポンス機能の取引専用ツールの提供、モバイル対応の一層の強化等により、お客

様の利便性向上に努め、口座数の増加と取引高拡大を目指しており、営業収益は前年度比71.9％増

の5,752百万円を見込んでいます。 
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また、費用については、特に広告宣伝費およびシステム経費の増加を見込んでおり、営業利益は

前年度比45.7％増の2,086百万円、経常利益は前年度比42.3％増の2,034百万円、当期純利益は前年

度比42.0％増の1,187百万円を見込んでいます。 

なお、この予想値は、当第１四半期終了後、営業収益および各利益の実績値が当初計画と大きく

乖離したことから、修正を行ったものです。当初の業績予想に比べ営業収益は1,630百万円(39.6％

増)、営業利益は566百万円(37.3％増)、経常利益は560百万円(38.0％増)および当期純利益は327百

万円(38.1％増)それぞれ増加しました。 

このように当社の業績は、様々な要因により大きく変動する可能性があり、特に外国為替相場の

変動に大きく影響を受ける可能性があります。今後、業績予想に変化がある場合には適切に開示し

てまいります。 

 

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 

① 当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３

月14日 企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。 

① また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しています。 

② 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平

成19年３月30日 企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基

準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナン

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から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しています。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとし

て算定する方法によっています。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しています。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に24百万円、リ

ース債務が流動負債に６百万円、固定負債に19百万円計上され、営業利益、経常利益およ

び税引前四半期純利益は、それぞれ１百万円減少しています。 
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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 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

現金及び預金 2,229,187 3,435,558

保証金分別信託 12,425,865 8,454,245

売掛金 9,314 1,077

前払費用 45,972 45,887

繰延税金資産 33,438 82,064

外国為替保証金取引未収入金 1,660 1,715

外国為替取引未収入金 52,227 26,019

外国為替保証金取引評価勘定 834,438 1,453,272

外国為替取引評価勘定 3,806 150,987

外国為替取引差入担保金 501,229 2,003,553

その他 61,028 56,143

流動資産合計 16,198,169 15,710,524

 固定資産 

有形固定資産  

建物 18,515 18,016

器具及び備品 1,756 1,879

リース資産 24,067 －

有形固定資産合計 44,339 19,895

無形固定資産  

のれん 5,280 9,280

意匠権 1,232 473

ソフトウェア 290,458 270,125

その他 369 369

無形固定資産合計 297,339 280,248

投資その他の資産  

長期前払費用 538 531

繰延税金資産 21,415 17,554

敷金及び差入保証金 76,795 76,795

投資その他の資産合計 98,748 94,880

固定資産合計 440,428 395,024

資産合計 16,638,598 16,105,548
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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 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

外国為替保証金取引未払金 381,646 316,129

外国為替取引未払金 316,269 40,786

未払金 123,662 299,063

未払費用 17,197 8,752

リース債務 6,777 －

未払法人税等 244,613 636,329

外国為替保証金取引預り保証金 12,090,144 9,335,832

外国為替取引預り担保金 707,155 3,111,218

預り金 21,191 2,614

賞与引当金 14,480 55,710

役員賞与引当金 － 14,231

流動負債合計 13,923,138 13,820,667

固定負債 

リース債務 19,091 －

その他 155 －

固定負債合計 19,246 －

負債合計 13,942,385 13,820,667

純資産の部 

株主資本 

資本金 725,500 725,500

資本剰余金 

資本準備金 525,500 525,500

資本剰余金合計 525,500 525,500

利益剰余金  

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 1,445,213 1,033,881

利益剰余金合計 1,445,213 1,033,881

株主資本合計 2,696,213 2,284,881

純資産合計 2,696,213 2,284,881

負債純資産合計 16,638,598 16,105,548
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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 

外国為替取引損益 1,351,566

手数料収入 546

その他 27,875

営業収益合計 1,379,988

営業費用 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 12,450

役員賞与 5,744

給与諸手当福利費 77,031

賞与引当金繰入額 12,973

広告宣伝費 170,287

調査費 11,578

システム経費 198,112

諸手数料 43,443

業務委託料 46,424

租税公課 34,728

減価償却費 15,774

賃借料 20,301

のれん償却 3,999

その他 27,955

販売費及び一般管理費 合計 680,805

営業利益 699,182

営業外収益 

受取利息 0

その他 0

営業外収益合計 1

営業外費用 

支払利息 48

株式公開準備費用 2,577

営業外費用合計 2,625

経常利益 696,558

税引前四半期純利益 696,558

法人税、住民税及び事業税 240,461

法人税等調整額 44,765

法人税等合計 285,226

四半期純利益 411,331
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(3) 四半期キャッシュ・フロ－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－  

税引前四半期純利益 696,558 

減価償却費 15,774 

のれん償却 3,999 

賞与引当金の増減額(△は減少) △41,230 

役員賞与引当金の増減額(△は減少) △14,231 

受取利息 △0 

支払利息 48 

保証金分別信託の増減額(△は増加) △3,971,619 

売掛金の増減額(△は増加) △8,237 

前払費用の増減額(△は増加) △85 

外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) 55 

外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) △26,208 

外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) 618,833 

外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) 147,180 

外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） 1,502,324 

長期前払費用の増減額(△は増加) △6 

外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) 65,517 

外国為替取引未払金の増減額(△は減少) 275,482 

未払金の増減額(△は減少) △113,317 

未払費用の増減額(△は減少) 8,445 

外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) 2,754,311 

外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) △2,404,063 

預り金の増減額(△は減少) 18,577 

その他 △3,370 

小計 △475,261 

利息の受取額 0 

法人税等の支払額 △626,577 

  営業活動によるキャッシュ・フロ－ △1,101,838 

投資活動によるキャッシュ・フロ－  

有形固定資産の取得による支出 △841 

無形固定資産の取得による支出 △103,690 

投資活動によるキャッシュ・フロ－ △104,531 

財務活動によるキャッシュ・フロ－  

  財務活動によるキャッシュ・フロ－ － 

現金及び現金同等物の増加額 △1,206,370 

現金及び現金同等物の期首残高 3,435,558 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,229,187 
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 ＦＸプライム㈱(8711) 平成21年３月期 第１四半期決算短信 

当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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）を適用しています。また、「四

半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しています。 

 

(1) 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。 

 

(2) 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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