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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

(注) 当社は、四半期の業績開示を当期より行っているため、前四半期の実績および増減率については記載していません。  

(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2四半期 3,074 ― 1,566 ― 1,540 ― 906 ―
20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 127.03 ―
20年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 20,328 4,470 22.0 538.62
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2四半期  4,470百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 6,078 81.7 2,592 81.0 2,562 79.3 1,502 79.7 194.73

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  

[(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。]  

(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2四半期  8,300,000株 20年3月期  14,100株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―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2四半期  7,138,798株 20年3月期第2四半期  14,100株

・ 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
適用しています。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。 
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当第２四半期累計期間は、ジャスダック証券取引所へ上場したことに加え、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供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２四半期末の口座数が41,685口座（前事業年度末比57.2%増）、預り保証金残高が11,781百万

円（前事業年度末比26.2%増）と増加し、当社のお客様基盤が拡大しました。 

また、米国金融危機に端を発した世界的な景気後退局面入りなどにより、９月中旬以降は外国為替相場

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２四半期累計期間の外国為替保証金取引

高は、110,773百万通貨となりました。 

この結果、当第２四半期累計期間の営業収益は3,074百万円となり、営業利益は1,566百万円、経常利益

は1,540百万円、そして四半期純利益は906百万円となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比4,222百万円増の20,328百万円となりました。

これは主に保証金分別信託が4,371百万円、外国為替取引未収入金が691百万円、外国為替保証金取引評

価勘定（お客様の評価損）が568百万円、リース資産が161百万円増加する一方で、外国為替取引差入担

保金が1,501百万円減少したことによるものです。 

負債は、前事業年度末比2,036百万円増の15,857百万円となりました。これは主に外国為替保証金取

引預り保証金が2,445百万円、外国為替取引未払金が1,404百万円、リース債務が171百万円、外国為替

保証金取引未払金が119百万円増加する一方で、外国為替取引預り担保金が2,087百万円減少したこと等

によるものです。 

純資産は、株式上場に伴う新株の発行による資本金・資本準備金の増加1,278百万円および利益剰余

金の増加906百万円により前事業年度末比2,185百万円増の4,470百万円となりました。 

  

当第２四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51百万円減少し3,383

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1,540百万円に加え、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2,445百万円および外国為替取引差入担保金

の減少による収入1,501百万円等がある一方で、保証金分別信託の増加による支出4,371百万円および

外国為替取引預り担保金の減少による支出2,087百万円等があり、 終的に1,144百万円の減少となり

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、165百万円の減

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・フローは、株式上場に伴う新株の発行による収入等により、1,257百

万円の増加となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 当第２四半期の資産・負債および純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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当第２四半期累計期間の業績を勘案し、平成20年８月18日に公表した通期の業績予想を修正しました。

なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成20年10月30日）公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

① 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)を適用しています。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161百万円、リース債

務が流動負債に44百万円、固定負債に127百万円計上され、営業利益は９百万円、経常利益および

税引前四半期純利益は、それぞれ10百万円減少しています。 

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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２四半期会計期間末 前事業年度末

(平成20年９月30日) (平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,383,580 3,435,558

保証金分別信託 12,825,865 8,454,245

売掛金 2,521 1,077

前払費用 41,027 45,887

繰延税金資産 105,191 82,064

外国為替保証金取引未収入金 1,490 1,715

外国為替取引未収入金 717,784 26,019

外国為替保証金取引評価勘定 2,022,184 1,453,272

外国為替取引評価勘定 46,668 150,987

外国為替取引差入担保金 501,866 2,003,553

その他 59,066 56,143

流動資産合計 19,707,246 15,710,524

固定資産

有形固定資産

建物 18,168 18,016

工具、器具及び備品 1,633 1,879

リース資産 161,671 －

有形固定資産合計 181,473 19,895

無形固定資産

のれん 1,280 9,280

意匠権 1,953 473

ソフトウエア 302,218 270,125

その他 369 369

無形固定資産合計 305,820 280,248

投資その他の資産

長期前払費用 1,020 531

繰延税金資産 25,591 17,554

敷金及び保証金 106,872 76,795

投資その他の資産合計 133,483 94,880

固定資産合計 620,777 395,024

資産合計 20,328,024 16,105,548
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(単位：千円）

当第２四半期会計期間末 前事業年度末

(平成20年９月30日) (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 435,520 316,129

外国為替取引未払金 1,445,436 40,786

未払金 177,639 299,063

未払費用 43,097 8,752

リース債務 44,548 －

未払法人税等 676,129 636,329

外国為替保証金取引預り保証金 11,781,487 9,335,832

外国為替取引預り担保金 1,023,595 3,111,218

預り金 4,164 2,614

賞与引当金 91,473 55,710

役員賞与引当金 6,775 14,231

流動負債合計 15,729,866 13,820,667

固定負債

リース債務 127,060 －

その他 589 －

固定負債合計 127,649 －

負債合計 15,857,516 13,820,667

純資産の部

株主資本

資本金 1,364,875 725,500

資本剰余金

資本準備金 1,164,875 525,500

資本剰余金合計 1,164,875 525,500

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,940,758 1,033,881

利益剰余金合計 1,940,758 1,033,881

株主資本合計 4,470,508 2,284,881

純資産合計 4,470,508 2,284,881

負債純資産合計 20,328,024 16,105,548
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(2) 【四半期損益計算書】

 【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年９月30日)

営業収益

外国為替取引損益 3,021,151

手数料収入 1,105

その他 52,464

営業収益合計 3,074,720

営業費用

販売費及び一般管理費

役員報酬 30,310

役員賞与 5,744

給与手当及び福利費 176,315

賞与引当金繰入額 89,966

役員賞与引当金繰入額 6,775

退職給付費用 2,057

広告宣伝費 325,837

調査費 25,097

システム経費 434,859

支払手数料 87,461

業務委託費 103,599

租税公課 79,456

減価償却費 41,380

賃借料 40,841

のれん償却額 7,999

その他 50,509

販売費及び一般管理費合計 1,508,210

営業利益 1,566,510

営業外収益

受取利息 17

その他 1

営業外収益合計 18

営業外費用

支払利息 848

株式交付費 15,885

株式公開費用 9,490

営業外費用合計 26,225

経常利益 1,540,303

税引前四半期純利益 1,540,303

法人税、住民税及び事業税 664,590

法人税等調整額 △ 31,164

法人税等合計 633,426

四半期純利益 906,876
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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２四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年９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 1,540,303

減価償却費 41,380

のれん償却額 7,999

賞与引当金の増減額(△は減少) 35,763

役員賞与引当金の増減額(△は減少) △7,456

受取利息 △ 17

支払利息 848

株式交付費 15,885

株式公開費用 9,490

保証金分別信託の増減額(△は増加) △ 4,371,619

売掛金の増減額(△は増加) △ 1,443

前払費用の増減額(△は増加) 4,859

外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) 225

外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) △ 691,765

外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) △ 568,912

外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) 104,319

外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） 1,501,686

長期前払費用の増減額(△は増加) △ 489

外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) 119,391

外国為替取引未払金の増減額(△は減少) 1,404,649

未払金の増減額(△は減少) △ 53,019

未払費用の増減額(△は減少) 34,345

外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) 2,445,654

外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) △ 2,087,623

預り金の増減額(△は減少) 1,550

その他 △2,922

小計 △ 516,916

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △ 750

法人税等の支払額 △ 626,568

営業活動によるキャッシュ・フロ－ △ 1,144,218

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 △ 134,691

敷金の差入による支出 △ 30,077

投資活動によるキャッシュ・フロ－ △ 165,610

財務活動によるキャッシュ・フロ－

株式の発行による収入 1,278,750

株式交付費の支払額 △ 5,047

株式公開費用の支払額 △ 8,005

リース債務の返済による支出 △ 7,846

財務活動によるキャッシュ・フロ－ 1,257,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,977

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 3,383,580
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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)を適用しています。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います。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成20年９月18日に株式会社ジャスダック証券取引所に上場し、公募増資による払い込みを

受けました。この結果、資本金が639,375千円、資本準備金が639,375千円増加し、当第２四半期会計期

間末において資本金が1,364,875千円、資本剰余金が1,164,875千円となっています。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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