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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注） 当社は、前第３四半期より第３四半期経営成績の開示を行っているため、20年３月期第３四半期の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) 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3四半期 1,189 ― 161 ― 172 ― 84 ―

20年3月期第3四半期 1,629 ― 847 ― 824 ― 480 ―

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3四半期 1,597.95 1,551.16
20年3月期第3四半期 10,929.79 8,974.32

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3四半期 14,036 3,352 23.8 64,874.98
20年3月期 16,181 3,528 21.8 64,641.10

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,346百万円 20年3月期  3,528百万円

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  

平成21年３月期（予想）配当金は、下記「平成21年３月期の業績予想」に掲げた理由から未定であるため、予想配当金についての記載をしておりません。  

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 ― ― ― 2,500.00 2,500.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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） 
（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

  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、これらの複合的な
影響等について正確な予測をして業績予想を行うことは困難であるため記載をしておりません。  

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．その他をご覧下さい。  

(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3四半期  54,591株 20年3月期  54,591株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,000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3四半期  54,591株 20年3月期第3四半期  43,938株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 当社は、業績予想の開示に変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）を通じて開示しております。 
(2) 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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当第３四半期におけるわが国経済は、米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻を機に拡大した金融
危機の影響で、世界的な景気後退懸念と円高が進み、わが国においては業界を問わず大きな打撃を受けて
いる状況にあります。また、国内の雇用情勢が大幅に悪化し、景気減速感の高まりから消費マインドが急
激に冷え込んでおり、当社におきましても、その影響を受けている状況にあります。 
 その中にあって外国為替市場は、10月の米ドル／円相場においては、月初の105円～106円台での推移か
ら金融危機深刻化や米欧での景気悪化懸念の強まりを受けた株価急落に伴う円買戻しの動きが加速し、米
欧で実施された利下げによる金利差縮小等の影響も加わり97円台後半まで円高米ドル安が進行いたしまし
た。その後、矢継ぎ早に世界各国で金融危機対策が打ち出されるなか、103円台まで円安米ドル高が進行
いたしましたが、世界同時不況の強まりから世界的に株価が急落すると、一時、平成７年８月以来となる
90円台後半まで円高米ドル安が加速いたしました。しかし、月末にかけては、円高懸念を表明したＧ７声
明、日銀による利下げ観測の影響で99円台に円が反落いたしました。11月に入ると、米大統領選挙でのオ
バマ氏勝利への期待から100円台半ばまで米ドルが反発したものの、深刻な景気悪化を示唆する指標が相
次ぐなか、ＦＲＢによる経済見通し大幅下方修正もあり、一時93円台半ばまで円高米ドル安が進行した
後、97円台半ばまで反発し月末にかけて再び95円台まで円高が進みました。12月は、米国での景気後退宣
言や雇用の大幅悪化を受け91円台半ばまで円高米ドル安が進行すると、米上院での自動車救済法廃案等を
受け88円台前半まで一気に円高が加速いたしました。その後、ＦＲＢによる大幅利下げや量的緩和政策へ
の移行表明を受け87円台前半まで円高米ドル安が進行した後に円高が一服するも、積極的な米ドル買い材
料が見当たらないなか、90円台後半で米ドルの上値が重い展開で第３四半期末を迎えました。 
 米ドル／円以外に目を向けますと、第３四半期のスタートとともに132円台前半まで円高ユーロ安が加
速し、一旦141円台後半までユーロが反発するも、世界同時不況懸念の高まりから来る株価急落を背景に
ユーロ売りが強まると、一時、113円台半ばまでユーロ安が加速いたしました。その後、株価の反発につ
れて131円台までユーロが反発すると、その後はＥＣＢによる利下げ、米国でのシティグループの救済、
ユーロ圏でのデフレ懸念と更なるＥＣＢによる大幅利下げ等の影響を大きく受け、ユーロ／円は115円～
131円台までの間で大きな変動を見せながら推移をし、年末にかけてユーロ高が一服すると、127円台前後
で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、顧客口座数は前事業年度末の7,026口座から12,402口座（対前事業
年度末比76.5％増）へと大きく拡大いたしましたが、10月の外国為替市場における急激で世界的な円独歩
高の影響で預り資産残高が大きく損失を被り、第１四半期会計期間のようにお客様が売買に対して慎重な
姿勢に切り替わったことが売買手数料の伸び悩み、あるいは営業収益の伸び悩みへとつながった結果、当
第３四半期累計期間における営業収益は1,189,091千円となりました。販売費及び一般管理費は、第１四
半期会計期間及び第２四半期会計期間と同じく抑制することに努めましたが、11月より実施した各種キャ
ンペーンにかかる費用等がやや負担になった結果1,027,902千円となり、営業利益は161,188千円となりま
した。経常利益は、営業外収益に11,740千円、営業外費用に890千円計上した結果、172,038千円になりま
した。また、四半期純利益は84,888千円となりました。 
なお、平成21年３月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成

21年３月期第１四半期決算短信（平成20年８月８日開示）及び平成21年３月期第２四半期決算短信（平成
20年10月30日開示）をご参照下さい。 
  

  

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2,144,744千円減少し14,036,430千円となりました。これは主に、流動資産のう
ち分別管理信託が2,182,429千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1,968,624千円減少し10,683,727千円となりました。これは主に、流

動負債のうち顧客預り勘定が1,886,920千円減少したためであります。 
純資産額は、前事業年度末と比べ176,119千円減少し3,352,702千円となりました。これは主に、自己株

式の取得等に伴い株主資本が181,890千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３四半期累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、277,569千円の減少となり、残高は1,384,821千円となりました。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、販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、第２四半期累計
期間までの顧客心理の回復から一変し、10月以降の外国為替市場の大幅変動により、顧客心理が大幅に後
退したことが取引低迷へとつながった結果、税引前四半期純利益を172,038千円計上したこと、減価償却
費を61,348千円計上したこと、未払金の増減額が66,135千円増加したこと、また、法人税等の支払額が
232,708千円の支出となったこと等により、73,556千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
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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、第２四半期会計期間に実施したデータベースのバージョンアッ
プ等の設備投資に伴う支出等により、85,897千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134,981千円、自己株式の取得による130,301千
円の支出により、265,282千円の減少となりました。 
  

  

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
から、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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

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。 

  

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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 2,968,012 2,955,145

分別管理信託 10,479,898 12,662,327

前払費用 20,630 18,346

繰延税金資産 1,622 14,869

その他 4,400 1,063

流動資産合計 13,474,564 15,651,752

固定資産   

有形固定資産 217,592 235,375

無形固定資産 124,882 74,818

投資その他の資産   

投資有価証券 125,785 125,730

長期前払費用 803 1,283

差入保証金 77,960 79,152

繰延税金資産 19,951 18,226

その他 300 246

投資損失引当金 △5,410 △5,410

投資その他の資産合計 219,390 219,227

固定資産合計 561,865 529,421

資産合計 14,036,430 16,181,174
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 128,615 55,885

未払法人税等 13,028 175,224

顧客預り勘定 10,528,918 12,415,839

その他 13,165 5,402

流動負債合計 10,683,727 12,652,351

負債合計 10,683,727 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 1,129,721 1,181,310

利益剰余金合計 1,129,721 1,181,310

自己株式 △130,301 －

株主資本合計 3,352,430 3,534,320

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,464 △5,498

評価・換算差額等合計 △5,464 △5,498

新株予約権 5,737 －

純資産合計 3,352,702 3,528,822

負債純資産合計 14,036,430 16,181,174

                  

㈱マネースクウェア・ジャパン（8728）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結） 

5



(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

トレーディング損益 1,189,091

営業収益合計 1,189,091

営業費用  

販売費及び一般管理費合計 1,027,902

営業利益 161,188

営業外収益  

受取利息 11,328

その他 412

営業外収益合計 11,740

営業外費用  

その他 890

営業外費用合計 890

経常利益 172,038

税引前四半期純利益 172,038

法人税、住民税及び事業税 75,651

法人税等調整額 11,499

法人税等合計 87,150

四半期純利益 84,888
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

トレーディング損益 373,034

営業収益合計 373,034

営業費用  

販売費及び一般管理費合計 376,515

営業損失（△） △3,480

営業外収益  

受取利息 3,156

その他 406

営業外収益合計 3,563

営業外費用  

その他 42

営業外費用合計 42

経常利益 40

税引前四半期純利益 40

法人税、住民税及び事業税 10,427

法人税等調整額 4,809

法人税等合計 15,236

四半期純損失（△） △15,196
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 172,038

減価償却費 61,348

株式報酬費用 5,737

受取利息 △11,328

為替差損益（△は益） △54

分別管理信託の増減額（△は増加） 1,891,992

前払費用の増減額（△は増加） △2,283

未払金の増減額（△は減少） 66,135

顧客預り勘定の増減額（△は減少） △1,886,920

その他 2,526

小計 299,191

利息の受取額 7,072

法人税等の支払額 △232,708

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,556

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 △21,878

無形固定資産の取得による支出 △65,156

差入保証金の回収による収入 1,192

その他 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,897

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △134,981

自己株式の取得による支出 △130,301

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,282

現金及び現金同等物に係る換算差額 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △277,569

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 1,384,821
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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。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 当社は、第３四半期累計期間において、平成20年６月27日開催の定時株主総会における自己株 

 式の取得決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この結果、主にこの影響により、当第３ 

 四半期累計期間において自己株式が130,301千円増加し、130,301千円となっております。 

  

(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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