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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 純営業収益 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 ％ 百万円 ％

21年3月期 7,122 9.6 7,050 9.3 1,097 458.1 1,088 196.7 303 △54.4
20年3月期 6,499 △15.8 6,452 ― 196 ― 366 ― 665 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 4.21 ― 5.2 2.8 15.4
20年3月期 9.22 ― 11.9 0.8 3.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △98百万円 20年3月期  △57百万円

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 36,309 5,803 16.0 80.39
20年3月期 40,203 5,944 14.8 82.33

（参考） 自己資本   21年3月期  5,803百万円 20年3月期  5,944百万円

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

21年3月期 641 △560 △1,012 2,890
20年3月期 501 657 △271 3,605

2.  配当の状況 

（注）当社では、内部留保の必要性、過去の配当実績および連結業績の動向等を総合的に勘案し、期末配当として年１回の配当を実施することを基本方
針としております。このため、配当予想額につきましては通期連結業績の見通し等を踏まえて決定することとしており、公表が可能になった時点で速やかに
お知らせする予定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 144 21.7 2.6
21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 144 47.5 2.5
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
当社グループの業績は、外国為替市場、証券市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示して
おりません。     
それに代えて、四半期及び通期の連結業績につきまして、その概略がまとまり次第、速やかにお知らせする予定です。 
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(注) 詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、26ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」の「会計方針の変更」、27ページ「表示方法の変更」をご覧くださ
い。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数につきましては、51ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 FX ZERO株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 73,500,000株 20年3月期 73,500,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,302,403株 20年3月期  1,300,902株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年3月期 1,125 47.2 355 △9.9 339 △14.4 453 158.8
20年3月期 764 112.2 394 980.7 396 962.3 175 ―

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
円 銭 円 銭

21年3月期 6.28 ―
20年3月期 2.43 ―

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 5,347 4,588 85.8 63.55
20年3月期 4,591 4,279 93.2 59.27

（参考） 自己資本 21年3月期  4,588百万円 20年3月期  4,279百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社グループの業績は、外国為替市場、証券市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示して
おりません。  
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当連結会計年度のわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済を直撃し、輸出産業を中心に幅広い

業種の収益が圧迫されました。その結果、設備投資の減少や雇用環境の悪化が引き起こされ、消費マ

インドが冷込む中、企業収益は更に悪化するといった悪循環に陥っています。 

このような環境の中、当社グループでは、外国為替取引関連事業および有価証券関連事業におい

て、お客様の取引コストの引き下げや各種サービスが功を奏するとともに、金融危機を背景とした各

市場のボラティリティの高まりを受け、外国為替取引関連事業、有価証券関連事業ともに取引高を伸

ばしております。このため、当社グループの当連結会計年度の連結営業収益は、外国為替取引関連事

業・有価証券関連事業の増収分が平成20年３月期に実施した商品先物取引事業からの撤退による収益

減少分を上回り、当連結会計年度の連結営業収益は71億22百万円（前年同期比9.6％増）、純営業収

益は70億50百万円（前年同期比9.3％増）となりました。 

一方、連結営業費用は、競争力確保のための広告宣伝費用やシステム関連費用が膨らんだものの、

平成20年３月期に実施した商品先物取引事業からの撤退により同事業に係る営業費用が減少し、59億

52百万円（前年同期比4.8％減）となりました。 

この結果、当連結会計年度の連結営業利益は10億97百万円（前年同期比458.1％増）、連結経常利

益は10億88百万円（前年同期比196.7％増）となりました。また、連結当期純利益は、関係会社株式

評価損等の特別損失の計上により、３億３百万円（前年同期比54.4％減）となりました。 

各事業セグメントの概況は次の通りです。 

  

ドル円相場は、世界的な金融危機やゼロ金利政策の影響から、13年ぶりに１ドル＝90円を割る急激

な円高へと進み、その後、経済政策や値ごろ感から一気に押し戻す展開となるなど年間を通してボラ

ティリティの高い相場となり、最終的に１ドル＝98円23銭で当連結会計年度を終えました。 

こうした中、連結子会社ひまわり証券株式会社およびFX ZERO株式会社では、スプレッド（顧客に

提示する売値と買値の値鞘）縮小などの取引仕様の見直しや顧客サービスの拡充により競争力の向上

に取り組んだほか、各種キャンペーンの実施やＦＸ10周年を記念した積極的なプロモーションを展開

しました。 

この結果、当連結会計年度における外国為替取引関連事業の営業収益は54億11百万円（前年同期比

21.6％増）となりました。 

なお、当連結会計年度における当社グループの外国為替証拠金取引口座数は118,686口座（前期末

比27.7％増）、外国為替受入証拠金は157億56百万円（前期末比22.3％減）となりました。 

  

世界的な金融危機などに端を発する世界同時株安の影響や、景気に対する先行き不安により14,000

円台であった日経平均株価は7,000円台に急激に下落しました。その後、落ち着きを取戻し押し戻し

たものの8,109円53銭で当連結会計年度を終えました。 

こうした中、連結子会社ひまわり証券株式会社におきましては、株式市場において個別銘柄の取引

が冷込むなか、当社グループの中核である株価指数先物・オプション取引については、値下がり場面

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

① 外国為替取引関連事業

② 有価証券関連事業
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でも利益を得られるという取引の特性に加え、委託手数料の引き下げや証拠金が最大半額で取引で

きる「アクティブ口座」のスタートなどの営業施策が功を奏して取引高が増加し、当連結会計年度に

おける有価証券関連事業の営業収益は16億58百万円（前年同期比22.0％増）となりました。 

なお、当連結会計年度における当社グループの証券取引口座数は36,578口座（前期末比36.0％

増）、預り資産は156億34百万円（前期末比6.9％増）となりました。 

  

連結子会社ひまわりインベストメント株式会社において外国為替証拠金取引、有価証券取引、商品

先物取引を対象に自己ディーリングを行っており、当連結会計年度の営業収益は52百万円となりまし

た。 

  

 
（注）１． 当連結会計年度より、従来、「証券取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を

「有価証券関連事業」に、「商品先物取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を

「ディーリングその他の事業」にそれぞれ変更しております。 

   ２． 各事業の営業収益には内部営業収益が含まれているため、各事業の営業収益の合計は連結営業

収益とは一致しません。 

  

当社は連結子会社を通じて金融商品取引業（外国為替証拠金取引・有価証券取引等）を営んでお

り、当社グループの業績は各事業の相場動向や市場流動性などのマーケット環境およびこれらを取り

巻く経済環境等に大きく影響を受けます。 

当社グループでは、収益基盤を一層強固なものにするため、中核事業である外国為替証拠金取引や

有価証券取引において取引口座や預り資産の増大に努めるとともに、証券ＣＦＤ取引やシステムトレ

ードのサービスなど新たな収益源となるべき新商品・新サービスの開発や投資顧問業務など市況の影

響を受けにくい安定した収益源の育成に取り組んでおります。しかし、当連結会計年度におきまして

は、営業収益71億22百万円のうち受入手数料が13億58百万円（営業収益に対する構成比19.1％）、ト

レーディング損益が54億94百万円（同77.1％）、合計で68億53百万円（同96.2％）と相当程度の割合

を占めており、相場動向の変動に大きく依存しております。 

このように将来の相場動向の変動を的確に予測することが困難な状況で業績予想値を開示すること

は、投資家の皆様の投資判断を誤らせる恐れがあるため、当社は通常の業績予想を開示しておりませ

ん。このため、当社では、四半期および通期の連結業績につきまして、その概略がまとまり次第、速

やかにお知らせする予定です。 

  

③ ディーリングその他の事業

（連結営業収益の内訳）

期別

区分

前連結会計年度
（平成20年３月期）

当連結会計年度
(平成21年３月期） 対前年度比 

増減率
金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

外国為替取引関連事業 4,449 68.4 5,411 76.0 21.6

有価証券関連事業 1,359 20.9 1,658 23.3 22.0

ディーリングその他の事業 696 10.7 52 0.7 △92.4

連結営業収益 6,499 100.0 7,122 100.0 9.6

（次期の見通し）
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当連結会計年度末の資産総額は、前期末と比べ38億93百万円減少し363億９百万円となりました。

これは主に、外国為替取引顧客分別金信託（預託金）が29億32百万円、外国為替勘定が11億25百万円

それぞれ減少したためであります。 

負債総額は、前期末と比べ37億53百万円減少し305億６百万円となりました。これは主に、外国為

替受入証拠金が45億20百万円減少したことによるものであります。  

純資産は、前期末と比べ１億40百万円減少し58億３百万円となりました。これは主に剰余金の配当

１億44百万円の実施、持分法の適用範囲の変動による２億78百万円の減少および当期純利益３億３百

万円を計上したためであります。なお、当連結会計年度末の自己資本比率は16.0％となっておりま

す。 

  

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは６億41百万円（前年同期比27.9％増）、投

資活動によるキャッシュ・フローは△５億60百万円（前年同期は６億57百万円）、財務活動によるキ

ャッシュ・フローは△10億12百万円（前年同期は△２億71百万円）となりました。その結果、当連結

会計年度末の現金及び現金同等物の残高は期首より７億14百万円減少し、28億90百万円となりまし

た。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの詳細は以下のとおりであります。  

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは６億41百万円となりました。主な増加項

目は、税金等調整前当期純利益５億３百万円の計上、外国為替取引顧客分別金信託（預託金）の減

少29億42百万円、外国為替勘定の減少11億25百万円および受入保証金の増加14億79百万円などであ

ります。一方、主な減少項目は短期差入保証金の増加12億48百万円、外国為替受入証拠金の減少45

億20百万円などであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出２億75百万円および貸付によ

る支出２億43百万円などにより、△５億60百万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、剰余金の配当実施や短期借入金が減少したことなどによ

り△10億12百万円となりました。 

  

当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要施策のひとつとして位置づけ、内部留保の必

要性、過去の配当実績および連結業績の動向等を総合的に勘案して積極的に配当を実施していく方針で

す。また当社では、期末配当として年１回の配当を行うことを基本方針としております。 

当期の配当金は、平成21年４月27日付の「平成21年３月期業績見通し（連結・個別）および配当予定

に関するお知らせ」で公表したとおり、期末配当２円の年間２円とさせていただく予定であります（連

結配当性向47.5％）。次期の配当につきましては、通期連結業績の見通し等を踏まえ、公表が可能にな

った時点で速やかにお知らせいたします。 

(2) 財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産の状況）

（キャッシュ・フローの状況）

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項

についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な

情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グループはこれらのリスクの発生要因を認識

した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存であります。 

本項におきましては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算短信発表日（平成21

年５月19日）現在において判断したものであります。 

  

当社グループの業績の推移は下表のとおりであります。当連結会計年度の概況につきましては、３

ページの「１. 経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照下さい。 

当社グループの収益性は預り資産および口座数の増大に大きく依存しております。今後も引き続き

顧客基盤の拡大に努めてまいりますが、将来において見込みどおりに預り資産および口座数が増加す

る保証はありません。また、これらが順調に推移した場合でも、相場の変動など外部環境による影響

を受ける可能性があります。 

 
（注）１． 当連結会計年度より、従来、「証券取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を

「有価証券関連事業」に、「商品先物取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を

「ディーリングその他の事業」にそれぞれ変更しております。 

   ２． 各事業の営業収益には内部営業収益が含まれているため、各事業の営業収益の合計は営業収益と

は一致しません。 

  

当社グループでは、当社グループが開発した外国為替証拠金取引である「ひまわりＦＸ」の取扱

いを中心に米ドル、ユーロなどの通貨の相対取引を行っており、当連結会計年度の営業収益は54億

11百万円（前年同期比21.6％増）であります。この取引は顧客にとってリスクの大きいものである

ため、取引開始時において、取引の仕組みやリスクについて十分な説明を行うとともに、取引開始

前においてもインターネット上で展開する無料のオンライン投資講座により、取引の仕組み、リス

ク管理について啓蒙を行っております。 

また、顧客に損失が発生した場合でも預り証拠金の範囲内に損失額がおさまるよう、マージンカ

ットラインを設けるなどして、顧客の与信リスク管理には万全を期しておりますが、為替相場の急

激な変動などにより顧客に多額の損失が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可

(4) 事業等のリスク

① 業績の推移および将来の収益性について 

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

営業収益 （百万円） 7,720 6,499 7,122

（外国為替取引関連事業） （百万円） （3,808） （4,449） （5,411）

（有価証券関連事業） （百万円） （1,135） （1,359） （1,658）

（ディーリングその他の事業） （百万円） （2,777） （696） （52）

営業利益 （百万円） △574 196 1,097

経常利益 （百万円） △444 366 1,088

当期純利益 （百万円） △1,452 665 303

１株当たり当期純利益 （円） △20.19 9.22 4.21

② 外国為替取引関連事業

Ａ．外国為替証拠金取引について

6

ひまわりホールディングス㈱（8738）平成21年３月期決算短信



能性があります。 

「ひまわりＦＸ」は顧客と連結子会社ひまわり証券株式会社による相対取引でありますが，同社

は基本的に、顧客に対する同社のポジションのリスクヘッジとして、カウンターパーティーとも相

対取引をしております。カウンターパーティーは、国内外の有力金融機関でありますが、当該カウ

ンターパーティーがシステム障害その他の理由により機能不全に陥った場合には、顧客に対するポ

ジションのリスクヘッジを行えない可能性があり、そのような場合には当社グループの業績は影響

を受ける可能性があります。 

  

株式市場は、日本経済の動向、金利、主要世界市場の動向、投資家の心理など様々な要因に影響

を受けております。このため、株式市場が低迷した場合には当社グループの業績は影響を受ける可

能性があります。 

当連結会計年度における有価証券関連事業の受入手数料は13億58百万円（前年同期比12.3％増）

でありますが、そのうち先物取引、オプション取引および信用取引に係る受取手数料は12億74百万

円（前年同期比16.1％増）と、受入手数料全体の93.8％を占めております。これらの取引は顧客に

とってリスクの大きいものであるため、取引開始時において、取引の仕組みやリスクについて十分

な説明を行うとともに、取引開始前においてもインターネット上で展開する無料のオンライン投資

講座により、取引の仕組みなどについて啓蒙活動を行っております。さらに顧客に対しリスク管理

システムの無償提供を行うなど、顧客のリスク管理について周知徹底に努めております。 

また、取引における証拠金および保証金につきましては、内部管理部門および営業部門において

十分な管理体制を整えておりますが、株式相場の変動などにより証拠金および保証金の価値が低下

した場合に、顧客が追加担保の差入れに応じず、建玉処分や担保となっている代用有価証券の処分

だけでは顧客の損失を十分回収できない可能性があり、そのような場合には当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループの証券システムは株式会社大和総研ビジネス・イノベーションに委託しており、取

引報告書などの作成および発送については同社および光ビジネスフォーム株式会社に委託しており

ます。これら業務委託先がシステム障害、処理能力の一時的な限界などにより、サービスの提供を

中断または停止した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

顧客からの取引注文の執行は、証券取引所において直接、または他の証券会社への取次ぎにより

行われています。証券取引所および取次ぎ先がシステム障害その他の理由により、取引注文の執行

を中断または停止した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

清算預託金とは、清算参加者の決済に係る債務の履行を確保する目的で清算機関に預託されるも

のであり、その金額は清算機関の定める方法に基づき算出されます。大阪証券取引所では、同所の

先物・オプション市場において想定される最大損失額（ＰＭＬ：Probable Maximum Loss）を毎営

Ｂ．カウンターパーティーについて

③ 有価証券関連事業

Ａ．株式市場について

Ｂ．先物取引、オプション取引および信用取引について

Ｃ．業務の外部委託について

Ｄ．取引注文の執行について

Ｅ．清算預託金制度について
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業日算出し、各月の月初における過去６ヶ月間の最大のＰＭＬを清算預託金所要額の総額としま

す。この総額を各清算参加者の取引証拠金所要額に基づき按分した額が、各清算参加者が負担する

清算預託金となります。 

当決算短信発表日現在において、連結子会社ひまわり証券株式会社では、同社の負担すべき清算

預託金の預託を滞りなく実施しておりますが、急激な相場変動に伴う負担額の増加に対応しきれな

い場合には、当社グループの財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

連結子会社ひまわりインベストメント株式会社では自己の計算に基づき外国為替証拠金取引、有価

証券取引、商品先物取引の自己ディーリングを行っております。当社グループにおきましては、ポジ

ション限度枠の設定などによるリスク管理の徹底により、リスクの減少に努めておりますが、市場動

向によっては想定を超えた損失を計上する場合もあり、そのような場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループの主たる業務においては、外国為替証拠金取引、有価証券取引が金融商品取引法なら

びにその他の関連法令の適用を受けております。 

同法は、有価証券取引および外国為替証拠金取引を業として扱うには金融商品取引業者としての登

録を行う旨を定めております。連結子会社ひまわり証券株式会社およびFX ZERO株式会社は同法に基

づき金融商品取引業者の登録を行っております。また、内閣総理大臣、金融庁長官、証券取引等監視

委員会および財務局長は、当社グループを監督・規制し、金融商品取引法、同施行令など関連法令を

施行する権限を有しております。 

金融商品取引業者は、金融商品取引法および金融商品取引業者に関する内閣府令によって、勧誘規

制、広告規制、顧客資産の分別管理および財務の健全性を測る重要な指標として自己資本規制比率な

どの規制を受けております。これら関連法令に対する違反があった場合には、認可または登録の取消

し、業務停止などの様々な行政処分が行われることがあり、そのような場合には当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

また平成21年４月28日に公表されました金融商品取引業者に関する内閣府令の改正（案）におい

て、ロスカットルールの制定、顧客資産の分別管理の金銭信託一本化等の規制が盛り込まれました。

当社グループはそれらの規制に対しては既に対応済みでありますが、更なる規制の見直しが行われた

場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは顧客の電話番号、銀行口座などの個人情報を取扱っております。これら個人情報に

つきましては、個人情報の保護に関する法律および社内規程等に基づき適切に社内管理を行っており

ます。しかし、外部からの不正アクセスや内部管理体制の瑕疵などにより、個人情報が漏洩した場合

には、当社グループは監督官庁からの処分や損害賠償請求を受けると同時に社会的信用を失う恐れが

あり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ ディーリングその他の事業

⑤ 法的規制について

⑥ 個人情報の保護について

⑦ 金融商品販売法について
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当社グループの事業につきましては、金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）による規

制を受けております。当社グループでは同法に基づき、勧誘方針のホームページなどによる公表や社

内規程による取引の仕組みやそのリスクについての説明義務の明確化などにより、コンプライアンス

の徹底を図っておりますが、説明義務の違反などがあった場合には、当社グループは損害賠償責任を

問われることがあり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

平成16年６月29日開催の定時株主総会において、旧商法280条ノ20および280条ノ21の規定に基づ

き、当社および当社子会社の取締役および従業員計85名に対しストック・オプションとして新株予約

権を発行することにつき決議を行っており、当決算短信提出日における新株予約権による潜在株式数

は912,000株であります。 

残存する新株予約権が行使されれば、当社の１株当たりの株式の価値は希薄化します。今後も、当

社グループ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、新株予約権の発行を行う可能

性があり、さらなる新株予約権の付与は１株当たりの株式価値の一層の希薄化を招く可能性がありま

す。 

当社グループのコンピュータ・システムは、外国為替取引等における勘定系システム、インターネ

ット取引などの対外接続系システム、ならびに人事システムなど内部管理データを扱う情報系システ

ムから構成されており、専門知識を有するシステム要員により、その開発および管理を行っておりま

す。サーバーなどコンピュータ・システムにつきましては、耐震性について信頼性の高い外部のiDC

（インターネットデータセンター）に設置されており、さらにコンピュータ・システムおよびその設

置場所と当社との間の回線についても、バックアップシステムや回線の多重化など十分な冗長化を図

ることで、万一の場合に備えております。しかし、これらシステムが障害により機能不全に陥り、事

業活動に支障をきたす場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

また、当社グループの扱う業務はその全てまたは一部をコンピュータ・システムに依存しておりま

す。当社グループにおきましてはシステムの改善、サーバーの増強などシステムの安定稼動に努めて

おりますが、アクセス数の増加や想定を上回る取引注文集中、その他の要因などによりシステム障害

が生じ、顧客取引の処理を適切に行えない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。さらに今後、システムの開発・増強に伴う費用の増加も予想され、そのような場合には当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

システムのセキュリティにつきましては万全を期しておりますが、不正アクセスやコンピュータウ

ィルスなどによりシステムに損害を被る可能性や顧客情報が流出する恐れがあります。このような場

合には、当社グループの信用力の低下は免れず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

⑧ ストック・オプション制度について

⑨ システムについて
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当社グループは、当社、連結子会社３社（ひまわり証券㈱、FX ZERO㈱およびひまわりインベストメント

㈱）および非連結子会社３社で構成されており、外国為替取引関連事業、有価証券関連事業、ディーリング

その他の事業を主要な業務とし、顧客に対して総合的な資産運用サービスを提供しております。 

なお、当連結会計年度から、FX ZERO株式会社を新たに連結子会社とし、またDAIWA FINANCIAL SERVICES 

COMPANY LTD.を連結の範囲から除外しております。また、持分法適用の関連会社であったドットコモディテ

ィ株式会社は、同社の第三者割当増資等により、当社の持分が減少したため持分法適用の関連会社から除外

し、21世紀アセットマネジメント株式会社は、同社の株式を取得したことにより、関連会社に該当すること

になったため、持分法適用の関連会社に含めております。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社グループは、金融プロフェッショナルとして、デリバティブ分野をコアにした多様かつ先進的な

投資サービスを提供することにより、顧客のさまざまな投資ニーズに的確に応えていくことを基本方針

としております。 

  

当社グループは、収益の源泉となる顧客口座数・預り資産を経営の最重要指標と捉え、その一層の拡

大に努めております。あわせて経営資源の効率的な配分を通し、企業価値の永続的な向上を目指してま

いります。 

  

当社グループは、わが国で最初に外国為替証拠金取引やＣＦＤ取引をスタートしたほか、個人投資家

向けに日経225などの株価指数先物・オプション取引をいち早く展開するなど、先駆的な投資商品を提

供してまいりました。今後とも、他社では扱っていない先進的な投資商品・投資環境をスピーディに提

供し、有望な分野にいち早く参入することにより、新たな市場やニーズを開拓し収益機会の多様化を進

めるとともに、競争力の向上を図ってまいります。 

当社グループの主力事業となっている外国為替証拠金取引では、提示価格での高い約定率の実現や完

全信託保全など、お客様により安心して取引していただける環境を提供しております。さらに、お客様

からのご要望等に対してその対応状況をホームページで公開するなど、お客様のニーズに的確に応える

べく取り組んでおります。今後とも、誠実な姿勢で事業に取り組み、投資家の皆様から信頼され選ばれ

る企業を目指してまいります。 

また、現在、金融庁において外国為替証拠金取引に対する規制の見直しが進められており、今後、こ

れに対応できない業者の撤退や業界の再編等も予想されております。当社グループでは、こうした事業

環境の変化をチャンスと捉えており、規制環境の変化に対応できない業者からの顧客の獲得をはじめ、

他の業者に対するホワイトラベル（相手先ブランドによるサービス提供）などによるＢｔｏＢ展開や事

業提携等にも積極的に取り組んでまいる方針です。 

  

市場環境、業者間競争、顧客ニーズの変化、新たな規制の導入など、当社グループを取り巻く事業環

境は刻々と変化しております。当社グループでは、こうした環境変化に積極的に対応し、事業基盤を一

層拡大していくため、以下の課題に取り組んでまいります。 

当社グループの中核業務である外国為替証拠金取引や有価証券関連取引では、業者間競争が厳しさ

を増しつつあり、競争力を確保していくことが重要であると認識しております。こうした観点から当

社グループでは、取引コストなどの商品性について随時見直しを図るとともに、取引システムの機能

向上に努めております。今後も、それぞれの子会社がターゲットとする顧客層のニーズを的確にとら

え、利便性の高いサービスや取引システムをスピーディに提供し、競争力の確保に努めてまいりま

す。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

① 競争力の確保
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当社グループは、外国為替証拠金取引や日経225先物・オプション取引など新しい取引分野を個人

投資家にいち早く提供し、これらは、現在では当社グループの中核事業として大きな地位を占めてお

ります。一方、これらの取引分野は一般化が進んできており、当社グループを特徴づけるとともに新

たな収益の柱となりうる新商品・新分野の開発が課題であると認識しております。その一環として、

欧米では一般的な投資手法として確立されているシステム・トレードを、日経225先物取引を対象に

他社に先駆けて個人投資家に対して本格的に提供しておりますが、これを外国為替証拠金取引や個別

株取引にも拡大し、当社グループの新たな特徴として位置付けていく方針です。今後とも有望な分野

にいち早く参入することにより、新たな市場を開拓し収益基盤の多様化を進めるとともに、競争力の

向上を図ってまいります。 

インターネット取引を主体とする当社グループにおいては、今後とも高い成長とシェアの拡大を図

っていくために、当社グループの知名度や取扱商品・サービスの認知度の向上を図っていくことが重

要であると認識しております。こうした観点から、当社グループでは外部の専門家の支援を受けるな

どブランディングならびにプロモーションの質の向上に努めております。今後も、当社グループ会社

およびその提供サービスの認知度をさらに向上させるべく、より効果的かつ積極的なブランディング

およびプロモーションを展開してまいります。 

金融商品取引業を営む当社グループにおきまして、役職員に対してコンプライアンス意識の徹底を

図り、社会的信用を高めることが重要課題であると認識しております。今後とも、社内研修等を通じ

て、役職員の法令・諸規則の理解を深めるともにコンプライアンス意識の向上に努めてまいります。

また、内部統制システムの継続的な見直しを進めるとともに、業務効率の改善や業務基盤の充実を図

り、より高いレベルの内部管理体制の構築に努めてまいります。 

当社グループでは、新商品の開発や新サービスを導入し、事業基盤を拡大していくためには、顧客

の視点に立った発想力と実現力を備えた人材の育成・確保が重要であると認識しております。こうし

た観点から、当社グループでは、組織横断的なプロジェクト・チームの導入、各種社員教育の拡充、

人事制度の見直しに取り組んでまいりましたが、今後も引き続き人材の育成と活性化の推進に取り組

んでまいります。 

  

② 新商品・新サービスの提供

③ 積極的なプロモーション活動の継続

④ 内部管理体制の強化

⑤ 人材の育成
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※3 19,692,511 ※2 2,890,743 

預託金 ※2 1,449,765 ※3, ※4 14,936,600 

信用取引資産 ※5 1,373,955 ※6 915,495 

信用取引貸付金 1,311,371 646,393 

信用取引借証券担保金 62,583 269,102 

短期差入保証金 10,629,262 11,877,897 

支払差金勘定 80,943 213,497 

立替金 3,591 712 

外国為替勘定 4,244,772 3,118,953 

繰延税金資産 86,518 88,358 

その他 368,474 394,184 

貸倒引当金 △2,460 △21,901 

流動資産合計 37,927,334 34,414,539 

固定資産 

有形固定資産 

建物 60,661 57,357 

減価償却累計額 △30,201 △26,056 

建物（純額） 30,459 31,301 

器具及び備品 548,626 485,020 

減価償却累計額 △335,474 △319,633 

器具及び備品（純額） 213,152 165,387 

リース資産 － 14,869 

減価償却累計額 － △985 

リース資産（純額） － 13,884 

有形固定資産合計 243,611 210,572 

無形固定資産 

リース資産 440,849 

その他 337,080 

無形固定資産合計 396,166 777,930 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 984,427 ※1 250,699 

長期未収債権 ※4 144,882 ※5 236,399 

繰延税金資産 114,752 119,250 

その他 648,224 683,295 

貸倒引当金 ※4 △255,863 ※5 △382,732 

投資その他の資産合計 1,636,423 906,911 

固定資産合計 2,276,201 1,895,414 

資産合計 40,203,535 36,309,954 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

信用取引負債 ※5 1,373,955 ※6 915,495 

信用取引借入金 1,311,371 646,393 

信用取引貸証券受入金 62,583 269,102 

預り金 673,688 690,342 

受入保証金 9,732,222 11,211,801 

外国為替受入証拠金 20,276,749 15,756,113 

短期借入金 ※7 1,300,000 ※8 500,000 

リース債務 － 103,287 

未払法人税等 110,597 147,426 

賞与引当金 125,800 127,280 

その他 328,677 207,480 

流動負債合計 33,921,691 29,659,227 

固定負債 

リース債務 － 385,174 

退職給付引当金 298,458 412,572 

固定負債合計 298,458 797,746 

特別法上の準備金 

証券取引責任準備金 ※6 39,149 － 

金融商品取引責任準備金 － ※7 49,213 

特別法上の準備金合計 39,149 49,213 

負債合計 34,259,298 30,506,188 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,460,000 3,460,000 

資本剰余金 740,419 740,419 

利益剰余金 1,843,477 1,699,369 

自己株式 △96,056 △96,123 

株主資本合計 5,947,841 5,803,665 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △4,594 100 

為替換算調整勘定 989 － 

評価・換算差額等合計 △3,604 100 

純資産合計 5,944,236 5,803,766 

負債純資産合計 40,203,535 36,309,954 
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収益 

受入手数料 1,863,295 1,358,698 

トレーディング損益 4,472,977 5,494,434 

金融収益 41,365 49,181 

その他 122,097 220,566 

営業収益合計 6,499,735 7,122,880 

金融費用 47,612 72,682 

純営業収益 6,452,123 7,050,198 

販売費及び一般管理費 

取引関係費 ※1 1,859,004 ※1 1,584,468 

人件費 ※2 1,699,927 ※2 1,549,385 

不動産関係費 312,236 260,742 

事務費 173,604 131,298 

電算機費 1,194,413 1,449,567 

減価償却費 335,066 374,593 

租税公課 118,947 52,069 

貸倒引当金繰入額 － 53,940 

その他 562,275 496,641 

販売費及び一般管理費合計 6,255,476 5,952,708 

営業利益 196,646 1,097,489 

営業外収益 

受取利息 171,402 78,283 

受取配当金 6,491 － 

その他 50,837 17,042 

営業外収益合計 228,731 95,326 

営業外費用 

為替差損 696 － 

持分法による投資損失 57,786 98,854 

その他 － 5,496 

営業外費用合計 58,483 104,351 

経常利益 366,894 1,088,464 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

受取保険金 － 25,202 

商品取引責任準備金戻入額 26,147 － 

貸倒引当金戻入額 42,561 － 

固定資産売却益 ※3 785 － 

事業譲渡益 667,565 － 

持分変動利益 374,215 － 

その他 － ※3 2,478 

特別利益合計 1,111,274 27,680 

特別損失 

証券取引責任準備金繰入れ 13,995 － 

金融商品取引責任準備金繰入れ － 10,064 

貸倒引当金繰入額 － 106,403 

固定資産除却損 ※4 168,490 ※4 30,658 

投資有価証券評価損 268,672 26,486 

関係会社株式評価損 － 311,310 

リース解約損 87,166 59,414 

役員退職慰労金 137,500 － 

その他 ※5 28,077 ※5 68,613 

特別損失合計 703,902 612,951 

税金等調整前当期純利益 774,266 503,193 

法人税、住民税及び事業税 156,052 208,726 

法人税等調整額 △47,726 △9,531 

法人税等合計 108,326 199,194 

当期純利益 665,939 303,999 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,460,000 3,460,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,460,000 3,460,000 

資本剰余金 

前期末残高 1,417,788 740,419 

当期変動額 

欠損填補 △677,368 － 

当期変動額合計 △677,368 － 

当期末残高 740,419 740,419 

利益剰余金 

前期末残高 500,169 1,843,477 

当期変動額 

剰余金の配当 － △144,398 

連結範囲の変動 － △25,533 

持分法の適用範囲の変動 － △278,175 

欠損填補 677,368 － 

当期純利益 665,939 303,999 

当期変動額合計 1,343,308 △144,107 

当期末残高 1,843,477 1,699,369 

自己株式 

前期末残高 △96,056 △96,056 

当期変動額 

自己株式の取得 － △67 

当期変動額合計 － △67 

当期末残高 △96,056 △96,123 

株主資本合計 

前期末残高 5,281,901 5,947,841 

当期変動額 

剰余金の配当 － △144,398 

連結範囲の変動 － △25,533 

持分法の適用範囲の変動 － △278,175 

欠損填補 － － 

当期純利益 665,939 303,999 

自己株式の取得 － △67 

当期変動額合計 665,939 △144,175 

当期末残高 5,947,841 5,803,665 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 10,683 △4,594 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△15,277 4,694 

当期変動額合計 △15,277 4,694 

当期末残高 △4,594 100 

為替換算調整勘定 

前期末残高 500 989 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

489 △989 

当期変動額合計 489 △989 

当期末残高 989 － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 11,183 △3,604 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△14,788 3,704 

当期変動額合計 △14,788 3,704 

当期末残高 △3,604 100 

純資産合計 

前期末残高 5,293,085 5,944,236 

当期変動額 

剰余金の配当 － △144,398 

連結範囲の変動 － △25,533 

持分法の適用範囲の変動 － △278,175 

自己株式の取得 － △67 

当期純利益 665,939 303,999 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,788 3,704 

当期変動額合計 651,151 △140,470 

当期末残高 5,944,236 5,803,766 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 774,266 503,193 

減価償却費 335,066 374,593 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42,561 160,343 

賞与引当金の増減額（△は減少） － 744 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △136,440 90,006 

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △26,147 － 

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） 13,995 － 

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － 10,064 

受取利息及び受取配当金 △177,893 △79,141 

支払利息 24,180 40,823 

為替差損益（△は益） 38,582 58,898 

投資事業組合運用損益（△は益） △13,066 △1,231 

持分法による投資損益（△は益） 57,786 98,854 

固定資産除却損 168,490 30,658 

固定資産売却損益（△は益） △785 － 

投資有価証券売却損益（△は益） 3,152 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 268,672 26,486 

関係会社株式評価損 － 311,310 

事業譲渡損益（△は益） △667,565 － 

持分変動損益（△は益） △374,215 － 

商品取引責任準備預託金の増減額（△は増加） 11,058 － 

預託金の増減額（△は増加） 196,402 △2,107 

短期差入保証金の増減額（△は増加） △4,146,921 △1,248,635 

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △200,000 △330,000 

外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増
加） 

6,675,487 2,942,824 

委託者未収金の増減額（△は増加） 85,414 － 

長期未収債権の増加額（△は増加） △41,223 △94,813 

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加） 

946,230 － 

預り証拠金の増減額（△は減少） 2,327,217 － 

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） △947,589 △4,520,636 

外国為替勘定の増減額（△は増加） △5,056,210 1,125,819 

受入保証金の増減額（△は減少） 808,151 1,479,579 

預り金の増減額（△は減少） 202,124 15,717 

支払差金勘定の増減額（△は減少） 13,904 △132,553 

その他 △734,536 △133,315 

小計 385,029 727,487 

利息及び配当金の受取額 176,821 136,080 

利息の支払額 △24,180 △40,823 

法人税等の支払額 △35,889 △181,040 

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,781 641,702 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 － 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △177,873 △107,070 

無形固定資産の取得による支出 △150,325 △57,393 

無形固定資産の売却による収入 4,285 － 

投資有価証券の取得による支出 △600,000 △275,000 

投資有価証券の売却による収入 30,765 5,477 

貸付けによる支出 △6,999 △243,551 

貸付金の回収による収入 14,365 1,742 

事業譲渡による収入 1,525,792 － 

その他 17,517 15,361 

投資活動によるキャッシュ・フロー 657,528 △560,432 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 9,492,892 41,909,384 

短期借入金の返済による支出 △9,764,092 △42,709,384 

自己株式の取得による支出 － △67 

リース債務の返済による支出 － △67,734 

配当金の支払額 － △144,398 

財務活動によるキャッシュ・フロー △271,200 △1,012,200 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,092 △58,898 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 850,016 △989,829 

現金及び現金同等物の期首残高 2,755,677 3,605,694 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 284,681 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △9,802 

現金及び現金同等物の期末残高 3,605,694 2,890,743 
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵

省令第28号）の規定のほか「金融商品取引業に関する内閣府令」（平成10年総理府令・大蔵省令第32

号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制

規則）に準拠して作成しております。 

  

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ３社 

  連結子会社の名称 

   ひまわり証券㈱ 

   ひまわりインベストメント㈱ 

   DAIWA FINANCIAL SERVICES 

      COMPANY LTD.

(1) 連結子会社の数 ３社 

  連結子会社の名称 

   ひまわり証券㈱ 

   ひまわりインベストメント㈱ 

   ＦＸ ＺＥＲＯ㈱

(2) 主要な非連結子会社名 

  ＦＸ ＺＥＲＯ㈱ 

  

 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社４社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、営業収

益、当期純損益及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

(2) 主要な非連結子会社名 

  DAIWA FINANCIAL SERVICES 

    COMPANY LTD. 

 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社３社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、営業収

益、当期純損益及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した関連会社数 

  １社 

 会社等の名称 

  ドットコモディティ㈱ 

 なお、ドットコモディティ㈱は、当

連結会計年度中に新たにドットコモデ

ィティ㈱の株式を取得したことによ

り、関連会社に該当することになった

ため、持分法適用の関連会社に含める

こととしております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

のうち主要な会社等の名称 

  ＦＸ ＺＥＲＯ㈱ 

 

 持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外

しております。

(1) 持分法を適用した関連会社数 

  １社 

 会社等の名称 

  21世紀アセットマネジメント㈱ 

 なお、21世紀アセットマネジメント

㈱は、当連結会計年度中に新たに21世

紀アセットマネジメント㈱の株式を取

得したことにより、関連会社に該当す

ることになったため、持分法適用の関

連会社に含めることとしております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

のうち主要な会社等の名称 

   DAIWA FINANCIAL SERVICES  

    COMPANY LTD.

 持分法を適用しない理由 

      同 左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 決算日が連結決算日と異なる場合の

内容等 

DAIWA FINANCIAL SERVICES COMPANY  

LTD.の決算日は、12月31日でありま

す。連結財務諸表を作成するに当たっ

ては同日現在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行って

おります。

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの

    連結決算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)

      時価のないもの

        移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 ① 有価証券 

   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

 ② デリバティブ

時価法

 ② デリバティブ

同 左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 

① 有形固定資産

イ.平成19年３月31日以前に取得した
もの 

旧定率法
ロ.平成19年４月１日以降に取得した
もの 

定率法
なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。
建物（建物附属設備）
５～15年
器具及び備品
５～15年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当連結会
計年度より、平成19年４月１日以降
に取得したものについては、改正後
の法人税法に基づく方法に変更して
おります。
なお、この変更に伴う損益への影

響は軽微であります。
（追加情報）

当連結会計年度から、平成19年３
月31日以前に取得したものについて
は、償却可能限度額まで償却が終了
した翌年から５年間で均等償却する
方法によっております。
なお、この変更に伴う損益への影

響は軽微であります。

 

① 有形固定資産 

 （リース資産は除く）

イ.平成19年３月31日以前に取得した
もの 

旧定率法
償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却
ロ.平成19年４月１日以降に取得した
もの 

定率法
なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。
建物（建物附属設備）
５～15年
器具及び備品
５～15年
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項目

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

 ② 無形固定資産

    定額法

ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法

 ② 無形固定資産 

 （リース資産を除く）

同 左

────────  ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採

用しております。

なお、リース物件が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が企業会

計基準第13号「リース取引に関

する会計基準」の適用初年度開

始前の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。

 ③ 長期前払費用

    契約期間、または支出の効果

の及ぶ期間に応じて均等償却

 ④ 長期前払費用

同 左

(3) 重要な引当金及び特別法上の準備

金の計上基準

(3) 重要な引当金及び特別法上の準備

金の計上基準

 ① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

 ① 貸倒引当金

同 左

 ② 賞与引当金

 従業員に対する賞与の支払いに

充てるため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計

上しております。

 ② 賞与引当金

同 左

 ③ 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

 なお、会計基準変更時差異

(589,578千円)については、10年に

よる按分額を費用処理しておりま

す。

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(３年)による定額

法により費用処理しております。

 ③ 退職給付引当金

同 左
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項目

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

 ④ 証券取引責任準備金

 証券事故による損失に備えるた

め、金融商品取引法附則第40条に

従い、旧証券取引法第51条の規定

に基づき、旧「証券会社に関する

内閣府令」第35条に定めるところ

により算出した額を計上しており

ます。

 ④ 金融商品取引責任準備金

 金融商品取引の事故による損失

に備えるため、金融商品取引法第

46条の５の規定に基づき金融商品

取引業等に関する内閣府令第175条

に定めるところにより算出した額

を計上しております。

 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の財務諸表の作成に当た

って採用した重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資

産、負債、収益及び費用は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めておりま

す。

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の財務諸表の作成に当た

って採用した重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

(5) 重要な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。

────────

(6) その他連結財務諸表作成の為の重

要な事項

(5) その他連結財務諸表作成の為の重

要な事項

 ① 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

 ① 消費税等の会計処理

同 左

 ② 連結納税制度の適用

 連結納税制度を適用しておりま

す。

 ② 連結納税制度の適用

同 左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価

方法は、全面時価評価法によってお

ります。

同 左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日又は償還日

の到来する流動性の高い、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短

期的な投資であります。

同 左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

──────── （リース取引に関する会計基準等）
当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会
計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び
「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計
士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））
を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
引き続き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。
これにより純営業収益は17,670千円減少、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は7,812千
円、それぞれ減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響は,当該箇所に記

載しております。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 従来、「商品先物取引業統一経理基準」及び「商品

先物取引業における証券取引法に基づく開示の内容に

ついて」に準拠して連結財務諸表を作成していました

が、当連結会計年度から「金融商品取引業に関する内

閣府令」（平成10年総理府令・大蔵省令第32号）及び

「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49

年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠し

て作成しております。この変更に伴う主な変更点は、

以下のとおりであります。

（連結貸借対照表） 

 従来の「差入保証金」は、「短期差入保証金」に科

目名を変更しております。

（連結損益計算書）

(1)従来の「受取手数料」は「受入手数料」に、「売買

損益」は「トレーディング損益」に科目名を変更し

ております。

(2)従来、営業収益の「その他」に計上していた「金融

収益」を区分掲記しております。

(3)営業収益より、金融費用を控除した額を、「純営業

収益」として計上しております。

(4)従来、営業費用の「取引関係費」に計上していた

「信用取引費用」と営業外費用に計上していた「支

払利息」を、「金融費用」として計上しておりま

す。この結果、従来の方法によった場合と比較し

て、営業利益が24,180千円減少しております。

(5)従来、区分掲記していた「旅費交通費」、「通信

費」、「広告宣伝費」、営業費用のその他に計上し

ていた「交際費」を営業費用の「取引関係費」とし

て計上しております。

(6)従来、区分掲記していた「地代家賃」、営業費用の

その他に計上していた「器具備品費」、「修繕費」

を営業費用の「不動産関係費」として計上しており

ます。

(7)従来、区分掲記していた「調査費」を販売費及び一

般管理費の「その他」として計上しております。

(8)従来、営業費用のその他に計上していた「事務

費」、「租税公課」を販売費及び一般管理費の「事

務費」、「租税公課」として区分掲記しておりま

す。

（連結貸借対照表）

(1)従来、流動資産「現金及び預金」に含めて表示して

おりました外国為替取引顧客分別金信託は、当連結

会計年度末より流動資産の「預託金」に含めて表示

しております。なお、前連結会計年度の「現金及び

預金」に含まれている外国為替取引顧客分別金信託

は16,086,817千円、当連結会計年度の「預託金」に

含まれている外国為替取引顧客分別金信託は

13,154,727千円であります。 

(2)従来、無形固定資産は一括表示しておりましたが、

「リース資産」と「その他」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の無形固定資産の「その

他」は396,166千円であります。

(3)従来の「証券取引責任準備金」は「金融商品取引責

任準備金」に科目名を変更しております。

（連結損益計算書）

(1)従来、区分掲記していた「受取配当金」を営業外収

益の「その他」に含めて計上しております。なお、

当連結会計年度の受取配当金は857千円であります。

(2)従来、区分掲記していた「為替差損」を営業外費用

の「その他」に含めて計上しております。なお、当

連結会計年度の為替差損は２千円であります。 

(3)従来、区分掲記していた「役員退職慰労金」を特別

損失の「その他」に含めて計上しております。な

お、当連結会計年度の役員退職慰労金は16,000千円

であります。 
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 611,966千円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 275,661千円

───────

 

※２ 担保資産

預金（定期預金） 64,000千円

 対応する債務の内訳

外国為替取引証拠金の預託に
代えた銀行等の保証額

700,000千円

 

※２ 金融商品取引法第43条の２の規定に基づいて分別

保管されている資産は次のとおりであります。

 預託金(顧客分別金信託) 1,420,000千円

  なお、連結子会社ひまわり証券㈱における当連結

会計年度末現在の顧客分別金必要額は1,249,937千

円であります。

 

※３ 金融商品取引法第43条の２の規定に基づいて分別

保管されている資産は次のとおりであります。

預託金（顧客分別金信託） 1,750,000千円

  なお、連結子会社ひまわり証券㈱における当連結

会計年度末現在の顧客分別金必要額は1,571,976千

円であります。

 

※３ 金融商品取引法第43条の３の規定に基づいて分別

保管されている資産は次のとおりであります。

  顧客分別金信託 16,036,817千円

 なお、連結子会社ひまわり証券㈱における当連結

会計年度末現在の顧客分別金必要額は16,001,057千

円であります。

 

※４ 金融商品取引法第43条の３の規定に基づいて分別

保管されている資産は次のとおりであります。

預託金（顧客分別金信託） 13,236,863千円

 なお、連結子会社ひまわり証券㈱及びFX ZERO㈱

における当連結会計年度末現在の顧客分別金必要額

は13,084,086千円であります。

※４ 長期未収債権には証券取引関連事業における長期

立替金144,882千円が含まれており、これに対し同

額の貸倒引当金を設定しております。

※５ 長期未収債権には外国為替取引関連事業における

長期立替金819千円、有価証券関連事業における長

期立替金173,517千円が含まれており、これに対し

同額の貸倒引当金を設定しております。

 

※５ 差入有価証券及び受入有価証券の時価は、次のと

おりであります。

  (1) 差入有価証券

 信用取引貸証券 67,758千円

 信用取引借入金の本担保証券 1,125,884千円

  (2) 受入有価証券

 信用取引貸付金の本担保証券 1,125,884千円

 信用取引借証券 67,758千円

 受入保証金代用有価証券 1,213,130千円

 

※６ 差入有価証券及び受入有価証券の時価は、次のと

おりであります。

  (1) 差入有価証券

信用取引貸証券 293,354千円

信用取引借入金の本担保証券 609,380千円

  (2) 受入有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 609,380千円

信用取引借証券 293,354千円

受入保証金代用有価証券 916,736千円

 

※６ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

 証券取引責任準備金 旧証券取引法第51条

※７ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

金融商品取引責任準備金
金融商品取引法
第46条の５

※７ 連結子会社ひまわり証券㈱においては、運転資金

の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 当座貸越限度額 800,000千円

借入実行残高 800,000千円

     差引額 ― 千円

※８ 連結子会社ひまわり証券㈱においては、運転資金

の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額 900,000千円

借入実行残高 500,000千円

    差引額 400,000千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 取引関係費の主な内訳は、次のとおりでありま

す。

 支払手数料・取引所協会費 574,863千円

 通信費 138,999千円

 広告宣伝費 1,062,954千円

 旅費交通費 58,969千円

※１ 取引関係費の主な内訳は、次のとおりでありま

す。

支払手数料・取引所協会費 322,839千円

通信費 94,551千円

広告宣伝費 1,099,189千円

旅費交通費 48,475千円

※２ 人件費の中には、賞与引当金繰入額125,800千

円、退職給付費用104,919千円が含まれておりま

す。

※２ 人件費の中には、賞与引当金繰入額127,280千

円、退職給付費用64,045千円が含まれております。 

 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

 器具及び備品 785千円

────────

──────── ※３ 特別利益その他の内容は、次のとおりでありま

す。

関係会社清算益 2,351千円

ゴルフ会員権売却益 126千円

合計 2,478千円

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

 附属設備 5,602千円

 器具及び備品 30,171千円

 ソフトウェア 132,577千円

 電話施設利用権 140千円

 合計 168,490千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

附属設備 6,476千円

器具及び備品 21,829千円

ソフトウェア 2,352千円

合計 30,658千円

 

※５ 特別損失その他の内容は、次のとおりでありま 

す。

 投資有価証券売却損 3,152千円

 店舗解約違約金 280千円

 割増退職金等 24,644千円

 合計 28,077千円

 

※５ 特別損失その他の内容は、次のとおりでありま 

す。

投資有価証券売却損 5千円

役員退職慰労金 16,000千円

役員保険解約損 4,626千円

年金基金特別掛金 22,116千円

 事務所移転費用 25,864千円

合計 68,613千円
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（注）自己株式の増加1,501株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

  

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

普通株式(株) 73,500,000 ― ― 73,500,000

自己株式

普通株式(株) 1,300,902 ― ― 1,300,902

２ 配当に関する事項

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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 144,398 2 平成20年３月31日 平成20年６月30日

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

普通株式(株) 73,500,000 ─ ─ 73,500,000

自己株式

普通株式(株) 1,300,902 1,501 ─ 1,302,403

２ 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20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 144,398 2 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 144,395 2 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 19,692,511千円

外国為替取引顧客分別金信託 △16,086,817千円

合 計 3,605,694千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定に一致しております。

※２ 事業譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳

流動資産 7,505,701千円

固定資産 820,370千円

資産合計 8,326,071千円

流動負債 △7,467,844千円

負債合計 △7,467,844千円

事業譲渡の対価 858,226千円

事業譲渡益 667,565千円

事業の譲渡による収入 1,525,792千円

────────

※３ 重要な非資金取引の内容

連結子会社の会社分割により減少した資産及び負
債の主な内訳

流動資産 5,760,323千円

固定資産 267,998千円

資産合計 6,028,321千円

流動負債 5,388,561千円

固定負債 356,879千円

負債合計 5,745,441千円

────────
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用(456,396千円)の主なものは、当社に係る費用

及び子会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた資産(1,865,724千円)の主なものは、当社に係る資産、子会社の

余資運用資金及び総務部門等管理部門に係る資産等であります。 

４ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更の「表示方法の変更」に記載のとおり、従来、「商

品先物取引業統一経理基準」及び「商品先物取引業における証券取引法に基づく開示の内容について」に準拠

して連結財務諸表を作成していましたが、当連結会計年度から「金融商品取引業に関する内閣府令」（平成10

年総理府令・大蔵省令第32号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証

券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によっ

た場合に比べ、「外国為替取引関連事業」については営業費用が19,836千円、「証券取引関連事業」は2,586

千円、「消去又は全社」は1,758千円多く計上され、営業利益がそれぞれ同額減少しております。  

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 当連結会計年度より、従来、「証券取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を「有価証券関

連事業」に、「商品先物取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を「ディーリングその他の事

業」にそれぞれ変更しております。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用(546,240千円)の主なものは、当社に係る費用

及び子会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた資産(848,674千円)の主なものは、当社に係る資産、子会社の余

資運用資金及び総務部門等管理部門に係る資産等であります。 

５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更の「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

外国為替取引 
関連事業 
(千円)

証券取引 
関連事業 
(千円)

商品先物取引 
関連事業 
(千円)

計(千円)
消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 営業収益及び営業損益 
  営業収益
   (1)外部顧客に対する営業

収益
4,449,689 1,353,700 696,345 6,499,735 ─ 6,499,735

  (2)セグメント間の内部営
業収益又は振替高

35 5,925 71 6,032 (6,032) ―

計 4,449,724 1,359,626 696,416 6,505,768 (6,032) 6,499,735

   営業費用 2,642,038 1,982,250 1,222,404 5,846,693 456,396 6,303,089

   営業利益又は営業損
      失(△)

1,807,685 △622,623 △525,987 659,074 (462,428) 196,646

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 22,052,408 15,746,031 539,371 38,337,811 1,865,724 40,203,535

  減価償却費 117,007 129,207 85,014 331,228 3,838 335,066

  資本的支出 178,763 122,560 68,913 370,237 16,870 387,108

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

外国為替取引 
関連事業 
(千円)

有価証券 
関連事業 
(千円)

ディーリング 
その他の事業 
(千円)

計(千円)
消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 営業収益及び営業損益 
  営業収益
   (1)外部顧客に対する営業

収益
5,411,987 1,658,028 52,865 7,122,880 ─ 7,122,880

  (2)セグメント間の内部営
業収益又は振替高

─ 173 ─ 173 (173) ─

計 5,411,987 1,658,201 52,865 7,123,054 （173) 7,122,880

   営業費用 3,006,705 2,325,061 147,383 5,479,150 546,240 6,025,391

   営業利益又は営業損
      失(△)

2,405,281 △666,859 △94,518 1,643,904 (546,414) 1,097,489

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 17,867,044 17,342,514 251,720 35,461,279 848,674 36,309,954

  減価償却費 200,579 159,868 4,845 365,293 9,300 374,593

  資本的支出 108,819 88,259 333 197,411 14,440 211,851
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年度から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議会第一部

会））、平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準適用指針」（企業会計基準第16号（平成

６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。こ

の変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、「外国為替取引関連事業」については営業

費用が7,543千円多く計上され、営業利益が同額減少しており、「消去又は全社」は営業費用が269千円多く計

上され、営業利益が同額減少しております。 

  

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合

が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

在外子会社及び在外支店が無いため、該当事項はありません。 

  

海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  

海外売上高（営業収益）が無いため、該当事項はありません。 

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

３ 海外売上高（営業収益）

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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リース取引に関する会計基準の適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・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

  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)

車両 5,270 2,986 2,283

器具及び 
備品

1,115,890 588,617 527,272

合計 1,121,160 591,604 529,556

 

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)

器具及び
備品

580,389 285,855 294,534

 ２ 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 195,843千円

 １年超 353,297千円

 合計 549,141千円

  ２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 106,913千円

１年超 204,336千円

合計 311,250千円

 ３ 当連結会計年度の支払リース料等

(1) 支払リース料 329,177千円

(2) 減価償却費相当額 291,257千円

(3) 支払利息相当額 39,022千円

  ３ 当連結会計年度の支払リース料等

(1) 支払リース料 204,606千円

(2) 減価償却費相当額 182,453千円

(3) 支払利息相当額 23,387千円

 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、残存価額を零とする

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

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 ５ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

  ５ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

──────── ※２ファイナンス・リース取引

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

  １ リース資産の内容

  有形固定資産

主として、外国為替取引関連事業および有価証
券関連事業における業務系コンピュータシステム
（器具及び備品）であります。

  ２ リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし
て算定する方法によっております。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

 
  

(関連当事者情報)

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

 賞与引当金 50,936千円

 貸倒引当金 72,945千円

 退職給付引当金 120,845千円

 証券取引責任準備金 15,851千円

 繰延資産 3,981千円

 未払事業税 26,480千円

 投資有価証券評価損 76,481千円

 関係会社株式評価損 55,721千円

 税務上繰越欠損金額 2,457,958千円

 その他有価証券評価差額金 3,125千円

 その他 30,331千円

  繰延税金資産小計 2,914,659千円

  評価性引当額 △2,713,388千円

  繰延税金資産合計 201,270千円

 繰延税金資産の純額 201,270千円

 

 

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金 51,535千円

貸倒引当金 104,746千円

退職給付引当金 167,050千円

金融商品取引責任準備金 19,926千円

繰延資産 3,495千円

未払事業税 34,814千円

投資有価証券評価損 35,514千円

関係会社株式評価損 181,582千円

税務上繰越欠損金額 2,123,970千円

その他有価証券評価差額金 102千円

その他 25,691千円

繰延税金資産小計 2,748,431千円

評価性引当額 △2,540,755千円

繰延税金資産合計 207,676千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △68千円

繰延税金負債合計 △68千円

繰延税金資産の純額 207,608千円

 

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 40.49％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.63％

評価性引当額の増減 △13.39％

持分法による投資損失 3.02％

持分変動差益 △19.57％

その他 1.81％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.99％
 

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 40.49％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.07％

評価性引当額の増減 △15.55％

持分法による投資損失 7.95％

その他 3.63％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.59％
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前連結会計年度(平成20年３月31日) 

  

 
  

  

 
  

  

 
(注）表中の「連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損 

  処理を行い、投資有価証券評価損268,672千円を計上しております。 

  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

 ① 株式 1,195 2,386 1,190

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 1,195 2,386 1,190

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

 ① 株式 40,205 31,295 △8,909

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 40,205 31,295 △8,909

合計 41,401 33,681 △7,719

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

15,226 ― 3,152

３ 時価評価されていない有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券

  ①非上場株式（注） 4,000

  ②投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 4,142

合計 8,142

(2) 子会社株式及び関連会社株式

  ①子会社株式 611,966

  ②関連会社株式 330,637

合計 942,603
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当連結会計年度(平成21年３月31日) 

  

 
(注）表中の「連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損 

  処理を行い、投資有価証券評価損26,486千円を計上しております。 

  

  

 
  

  

 
  

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

 ① 株式 373 795 421

 ② 債券 ─ ─ ─

 ③ その他 ─ ─ ─

小計 373 795 421

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

 ① 株式（注） 41,005 14,265 △26,739

 ② 債券 ─ ─ ─

 ③ その他 ─ ─ ─

小計 41,005 14,265 △26,739

合計 41,378 15,060 △26,317

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

11 ─ 5

３ 時価評価されていない有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券

  ①非上場株式 16,229

  ②投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 2,370

合計 18,600

(2) 子会社株式及び関連会社株式

  ①子会社株式 661

  ②関連会社株式 216,377

合計 217,038
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１ 取引の状況に関する事項 

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的等

①外国為替証拠金取引

連結子会社ひまわり証券㈱におきまして、外国為替

証拠金取引における顧客との相対取引を行うほか、顧

客取引のリスクヘッジのためカウンターパーティーと

も相対取引（カバー取引）を行っております。 

 

②自己ディーリング

連結子会社ひまわりインベストメント㈱におきまし

て、利益の追求を目的として、商品先物市場及び証券

市場における先物取引及びオプション取引、また外国

為替取引の自己ディーリングを行っております。

(1) 取引の内容及び利用目的等

①外国為替証拠金取引

連結子会社ひまわり証券㈱及びFX ZERO㈱におきま

して、外国為替証拠金取引における顧客との相対取引

を行うほか、顧客取引のリスクヘッジのためカウンタ

ーパーティーとも相対取引（カバー取引）を行ってお

ります。

②自己ディーリング

  同左

(2) 取引に対する取組方針

①外国為替証拠金取引

顧客との取引により生じるポジションについては、

適時、カウンターパーティーとカバー取引を行ってお

り、あわせて会社全体の外貨持高の調整を行うことで

為替変動リスクを回避しております。また取引執行部

門の各ディーラーに対するポジション限度枠及び損失

限度枠について内規により定め、リスクの低減に努め

ております。 

  

 

②自己ディーリング

各取引におけるポジションのチェックを徹底して行

うとともに、損失限度額を設けることにより、取引リ

スクを合理的に管理しております。

(2) 取引に対する取組方針

①外国為替証拠金取引

顧客との取引により生じるポジションについては、

適時、カウンターパーティーとカバー取引を行ってお

り、あわせて会社全体の外貨持高の調整を行うことで

為替変動リスクを回避しております。ひまわり証券㈱

では取引執行部門の各ディーラーに対するポジション

限度枠及び損失限度枠について内規により定め、また

FX ZERO㈱においては顧客の取引ごとに同数量のカバ

ー取引をコンピューターシステムにより機械的に行う

ことにより、リスクの低減に努めております。

②自己ディーリング

  同左

(3) 取引に係るリスクの内容

①外国為替証拠金取引

外国為替証拠金取引においては、為替相場等の影響

による価格変動リスクを常に有しております。ただ

し、顧客取引においては必ず取引証拠金を収受すると

ともに、顧客に損失が発生した場合でも預り証拠金の

範囲内に損失額がおさまるよう、マージンカットライ

ンを設けるなどして、顧客の与信リスク管理には万全

を期していること、またカウンターパーティー取引

は、信用度の高い金融機関との取引であることから、

契約不履行に係るリスクは極めて少ないと認識してお

ります。 

  

 

  

 

②自己ディーリング

商品先物市場及び証券市場における先物取引及びオ

プション取引、また外国為替取引においては、国内外

の景気動向、対象物の需給状況及び為替相場等の影響

による価格変動リスクを常に有しております。先物取

引及びオプション取引は国内の公設取引所の上場商品

を対象としているため、契約不履行に係るリスクは極

めて少ないと認識しております。

(3) 取引に係るリスクの内容

①外国為替証拠金取引

外国為替証拠金取引においては、為替相場等の影響

による価格変動リスクを常に有しております。ただ

し、顧客取引においては必ず取引証拠金を収受すると

ともに、顧客に損失が発生した場合でも預り証拠金の

範囲内に損失額がおさまるよう、マージンカットライ

ンを設けるなどして、顧客の与信リスク管理には万全

を期していること、またカウンターパーティー取引

は、信用度の高い金融機関との取引であることから、

契約不履行に係るリスクは極めて少ないと認識してお

ります。また、コンピュータシステムのダウン又は誤

作動等のシステム不備、あるいはコンピュータの不正

使用により損失を被るシステムリスクを有しておりま

すが、取引時間中は常に取引状況を監視する事によ

り、リスクの低減に努めております。

②自己ディーリング

  同左
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

(4) 取引に係るリスク管理体制

①外国為替証拠金取引

日々のカバー取引に伴う損益及びポジションの状況

につきましては、取引執行部門内におけるチェックを

行うとともに、独立した管理部門においてもモニタリ

ングを実施しており、二重の管理体制を整えておりま

す。また、これらの状況については役員によるモニタ

リングが日々実施されるとともに、取締役会において

も報告が行われております。 

  

 

  

 

②自己ディーリング

各取引につき一定のポジション限度とともに、損失

限度枠を設けることで、リスクの低減を図っておりま

す。また、取引の執行者と管理担当者を明確に区分

し、管理担当者が取引結果やポジションを記録し、相

手先との代金決済や残高確認を行っております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

①外国為替証拠金取引

日々のカバー取引に伴う損益及びポジションの状況

につきましては、ひまわり証券㈱においては取引執行

部門内におけるチェックを行うとともに、独立した管

理部門においてもモニタリングを実施しており、二重

の管理体制を整えております。また、顧客注文に係る

コンピュータシステムにおきましては、ひまわり証券

㈱、FX ZERO㈱ともに、取引時間中、係るリスクに備

え、常に取引状況を監視しております。さらに、これ

らの状況については役員によるモニタリングが日々実

施されるとともに、取締役会においても報告が行われ

ております。

②自己ディーリング

  同左
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 前連結会計年度末（平成20年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

 通貨関連 

 
(注) 時価の算定方法   連結決算日の直物為替相場により算出しております。 

  

 株式関連 

 
(注) 時価の算定方法   株価指数先物取引は、各証券取引所が定める清算指数により、株価指数オプション取引

は、各証券取引所が定める証拠金算定基準値段により算定しております。 

  

２ 取引の時価等に関する事項

種類
契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超 
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

外国為替証拠金取引

 売建 210,977,129 ― 208,507,683 2,469,446

 買建 237,743,449 ― 239,518,775 1,775,326

合計 ― ― ― 4,244,772

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

株 式

株価指数先物取引

 売建 47,830 49,960 △2,129

 買建 12,590 12,490 △100

株価指数オプション取引

 売建

  コール 3,772 4,342 △569

  プット 6,587 6,787 △200

 買建

  コール ― ― ―

  プット 50 6 △43

合  計 ― ― △3,043
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 当連結会計年度末（平成21年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

 通貨関連 

 
(注) 時価の算定方法   連結決算日の直物為替相場により算出しております。 

  

 株式関連 

 
(注) 時価の算定方法   株価指数先物取引は、各証券取引所が定める清算指数により、株価指数オプション取引

は、各証券取引所が定める証拠金算定基準値段により算定しております。 

  

 商品関連 

 
(注) 時価の算定方法  商品取引所の最終価格であります。 

  

種類
契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超 
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

外国為替証拠金取引

 売建 133,016,832 ─ 130,797,465 2,219,366

 買建 140,147,579 ─ 141,047,165 899,586

合計 ― ― ― 3,118,953

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

株 式

株価指数先物取引

 売建 ─ ─ ─

 買建 ─ ─ ─

株価指数オプション取引

 売建

  コール 1,251 549 701

  プット 1,962 2,553 △591

 買建

  コール 166 24 △141

  プット 776 456 △320

合  計 ― ― △351

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

商 品

先物取引

 現物先物取引

  貴金属市場

  売建 ─ ─ ─

  買建 58,410 58,360 △50

合  計 ― ― △50
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当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けるとともに、退職一時金制度
による定年時の退職給与の20％について適格退職年金制度を設けております。また、公的年金の代行部分
及び加算部分については、総合設立の厚生年金基金である全国商品取引業厚生年金基金に加入しておりま
す。 
なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま
す。 

（1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在） 

 
（2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

                         1.57％ 

（3）補足説明 

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高2,233百万円であります。本制
度における過去勤務債務の償却方法は期間12年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財
務諸表上、特別掛金29百万円を費用処理しております。なお、上記（2）の割合は当社グループの実際
の負担割合とは一致しておりません。 

  

   

   

   
（追加情報） 
当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』」の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号平
成19年５月15日）を適用しております。 

  

(退職給付関係)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

年金資産の額 81,621百万円

年金財政計算上の給付債務の額 61,610百万円

差引額 20,011百万円

２ 退職給付債務に関する事項

項  目       金額（千円）

① 退職給付債務 △389,965

② 年金資産 117,066

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △272,898

④ 会計基準変更時差異の未処理額 46,293

⑤ 未認識数理計算上の差異 △71,852

⑥ 退職給付引当金(③＋④＋⑤) △298,458

３ 退職給付費用に関する事項

項  目       金額（千円）

① 勤務費用 70,453

② 利息費用 16,154

③ 期待運用収益 △1,110

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 32,099

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △44,558

⑥ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 73,037

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

項  目

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.5％

③ 期待運用収益率 1.5％

④ 数理計算上の差異の処理年数 ３年(発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定年数による定額法)

⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 10年
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当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けるとともに、退職一時金制度
による定年時の退職給与の20％について適格退職年金制度を設けております。また、公的年金の代行部分
及び加算部分については、総合設立の厚生年金基金である全国商品取引業厚生年金基金に加入しておりま
したが当連結会計年度に任意脱退いたしました。なお、任意脱退時期は当社及び連結子会社ともに平成20
年10月であります。この脱退に伴い、積立不足額22,116千円を年金基金特別掛金として特別損失その他に
計上しております。 
  

   

   

 
  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

項  目       金額（千円）

① 退職給付債務 △470,874

② 年金資産 41,366

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △429,508

④ 会計基準変更時差異の未処理額 23,146

⑤ 未認識数理計算上の差異 △6,210

⑥ 退職給付引当金(③＋④＋⑤) △412,572

３ 退職給付費用に関する事項

項  目       金額（千円）

① 勤務費用 42,859

② 利息費用 9,575

③ 期待運用収益 △1,756

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 23,146

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △20,051

⑥ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 53,774

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

項  目

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.5％

③ 期待運用収益率 1.5％

④ 数理計算上の差異の処理年数 ３年(発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定年数による定額法)

⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 10年
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販売費及び一般管理費の人件費 ─千円 

（注）「権利確定条件」に抵触したため失効しておりますため、費用は発生しておりません。 

  

① 

 
  

② 

 
（注）平成20年２月１日の当社株価の終値（78円）が「権利確定条件」に抵触したため失効しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

  前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

    １ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名

    ２ 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

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 ３名

当社従業員 １名

子会社ひまわりＣＸ㈱取締役 ６名

子会社ひまわりＣＸ㈱従業員 67名

子会社ひまわり証券㈱取締役 １名

子会社ひまわり証券㈱従業員 ７名

株式の種類及び付与数 普通株式 1,854,000株

付与日 平成16年８月６日

権利確定条件 権利確定条件に関する取り決めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間に関する取り決めはありません。

権利行使期間 平成18年７月１日～平成21年６月30日

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年７月６日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 ６名

当社従業員 ８名

子会社ひまわりＣＸ㈱取締役 １名

子会社ひまわりＣＸ㈱従業員 22名

子会社ひまわり証券㈱取締役 ２名

子会社ひまわり証券㈱従業員 73名

子会社㈱ディムス取締役 １名

株式の種類及び付与数 普通株式 2,584,000株

付与日 平成19年７月31日

権利確定条件

新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社

又は関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位にある

ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年によ

る退職その他取締役会が認める正当な理由がある場合は

この限りではない。

平成20年１月31日から平成21年７月30日までの間のい

ずれかの日の終値が、80円を下回らない。

対象勤務期間 対象勤務期間に関する取り決めはありません。

権利行使期間 平成21年７月31日～平成24年７月30日
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（注）１   平成18年４月１日付で普通株式１株に対して普通株式３株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、平成16年６月29日付にて付与決議されたストック・オプションにつきましては、その対象となる株数は

1,326,000株増加し、1,854,000株となっております。 

   ２   平成19年７月６日付にて付与決議されたストック・オプションは、平成20年２月１日の当社株価の終値

（78円）が「権利確定条件」に抵触したため失効しております。 

  

 
（注）  平成18年４月１日付で普通株式１株に対して普通株式３株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、平成16年６月29日付にて付与決議されたストック・オプションにつきましては、その権利行使価格は247円

から83円となっております。 

  

モンテカルロ・シミュレーション 

 
  

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を
採用しております。 

  

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

 ①ストック・オプションの数

会社名 提出会社  提出会社

決議年月日 平成16年６月29日  平成19年７月６日

権利確定前

  期首（株） 1,854,000 ─

  付与（株） ─ 2,584,000

  失効（株） 387,000 2,584,000

  権利確定（株） 1,467,000 ─

  未確定残（株） ─ ─

権利確定後

  期首（株） 1,467,000 ─

  権利確定（株） 555,000 ─

  権利行使（株） ─ ─

  失効（株） ─ ─

  未行使残（株） 912,000 ─

 ②単価情報

会社名 提出会社  提出会社

決議年月日 平成16年６月29日  平成19年７月６日

権利行使価格（円） 83 80

行使時平均株価（円） ─ ─

付与日における公正な評価単価（円） ─ 12

    ３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 （1）使用した算定技法

 （2）使用した主な基礎数値及びその見積方法

①株価変動性 60.19％ 平成16年２月～平成19年７月の株価実績に基づき算定

②予想残存期間 ３年５ヶ月 十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使

期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。

③予想配当 ０円/株 平成19年３月期の配当実績によります。

④無リスク利子率 1.205％ 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

  ４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法
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販売費及び一般管理費の人件費 ─千円 

  

 
  

 
（注）  平成18年４月１日付で普通株式１株に対して普通株式３株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、平成16年６月29日付にて付与決議されたストック・オプションにつきましては、その対象となる株数は

1,326,000株増加し、1,854,000株となっております。 

  

  当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

    １ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名

    ２ 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

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 ３名

当社従業員 １名

子会社ひまわりＣＸ㈱取締役 ６名

子会社ひまわりＣＸ㈱従業員 67名

子会社ひまわり証券㈱取締役 １名

子会社ひまわり証券㈱従業員 ７名

株式の種類及び付与数 普通株式 1,854,000株

付与日 平成16年８月６日

権利確定条件 権利確定条件に関する取り決めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間に関する取り決めはありません。

権利行使期間 平成18年７月１日～平成21年６月30日

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

 ①ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

権利確定前

  期首（株） 1,854,000

  付与（株） ─

  失効（株） 387,000

  権利確定（株） 1,467,000

  未確定残（株） ─

権利確定後

  期首（株） 912,000

  権利確定（株） ─

  権利行使（株） ─

  失効（株） ─

  未行使残（株） 912,000
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（注）  平成18年４月１日付で普通株式１株に対して普通株式３株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、平成16年６月29日付にて付与決議されたストック・オプションにつきましては、その権利行使価格は247円

から83円となっております。 

  

 ②単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

権利行使価格（円） 83

行使時平均株価（円） ─

付与日における公正な評価単価（円） ─
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 商品先物取引及び生命保険等の金融商品に関する対面リテール取引 

（1） 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的

形式を含む事業分離の概要 

  分離先企業の名称 

株式会社ＵＳＳひまわりグループ 

  分離した事業の内容 

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社（現会社名ひまわりインベストメント株式会社）の商

品先物取引及び生命保険等の金融商品に関する対面リテール取引に係る一切の事業 

商品先物取引事業をとりまく厳しい経営環境に対応するため、対面リテール取引につい

て、ひまわりＣＸ株式会社及び株式会社ＵＳＳひまわりグループ両社の各企業グループ

の経営資源を融合することによる競争力の確保と事業基盤の強化を図ることを目的とし

て、株式会社ＵＳＳひまわりグループに対面リテール取引事業を会社分割により承継さ

せました。 

平成19年７月１日 

ひまわりＣＸ株式会社を分割会社、株式会社ＵＳＳひまわりグループを承継会社とする

分割型（人的）吸収分割（承継会社における当社グループの持株比率 9.4％） 

  

(2) 持分変動差額の金額及び会計処理 

受取対価を全て分割承継会社の株式とする会社分割であります。なお、持分変動差額は発生し

ておりません。 
  

(3) 事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

商品先物取引関連事業 

    

(4) 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

 
  

２ 商品先物取引オンライン取引 

(1) 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形

式を含む事業分離の概要 

  分離先企業の名称 

ドットコモディティ株式会社 

  分離した事業の内容 

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社（現会社名ひまわりインベストメント株式会社）の商

品先物取引関連オンライン取引事業 

ひまわりＣＸ株式会社では平成19年７月に商品先物取引対面リテール事業の会社分割お

よび商品先物取引ホールセール事業の事業譲渡を実施し、当社グループではデリバティ

ブ分野におけるオンライン取引に特化していく方針でありましたが、商品先物オンライ

(企業結合等関係)

Ａ 会社分割について

ア 分離先企業の名称、分離した事業の内容

イ 事業分離を行った主な理由

ウ 事業分離日

エ 法的形式を含む事業分離の概要

営業収益 278,575千円 営業損失 286,420千円 経常損失 286,261千円

ア 分離先企業の名称、分離した事業の内容

イ 事業分離を行った主な理由

48

ひまわりホールディングス㈱（8738）平成21年３月期決算短信



ン取引に関しては、同業他社との統合による事業規模の早期の拡大を図ることで、その

成長性を高めることができるとの判断から、今回、ひまわりＣＸ株式会社のオンライン

取引部門の会社分割による事業統合を実施いたしました。しかし、会社分割による事業

統合という手法を選択することにより、承継会社であるドットコモディティ株式会社の

株式を当社が保有し、当社グループとして同社の経営に参加するとともに、同社を持分

法適用関連会社とすることで、商品先物オンライン取引事業への関与を継続してまいり

ます。 

平成19年10月１日 

ひまわりＣＸ株式会社を分割会社、ドットコモディティ株式会社を承継会社とする分割

型（人的）吸収分割（承継会社における当社グループの持分（議決権）比率 38.2％） 

  

(2) 持分変動差額の金額及び会計処理 

受取対価を全て分割承継会社の株式とする会社分割であり、分離した事業の時価と簿価の差額

に当社の持分の減少割合を乗じた金額374,215千円を持分変動差益として特別利益に計上してお

ります。 

  

(3) 事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

商品先物取引関連事業 
  

(4) 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

 
  

(1) 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形

式を含む事業分離の概要 

  分離先企業の名称 

フィマット・ジャパン株式会社（現会社名ニューエッジ・ジャパン証券株式会社） 

  分離した事業の内容 

連結子会社ひまわりＣＸ株式会社（現会社名ひまわりインベストメント株式会社）の商

品先物取引関連ホールセール事業 

改正商品取引所法の施行に伴う先物市場の整備の進展を受けて、外資系金融グループや

国内大手証券会社による参入が相次いでおります。また取引のグローバル化が急速に進

展しており、国際的な市場間競争が一段と激しさを増してきております。こうした環境

にあって、特にホールセール分野については、今後、大手資本との競争が一層激化して

いくことが予想され、将来にわたって競争力を確保していくためには、市場環境の変化

と顧客ニーズに対応し得る国内外の多様な市場への取引環境の提供に加え、豊富な資本

力と高度なファイナンシャル・サービス機能の構築が不可欠であるとの認識のもと、当

該事業部門をフィマット・ジャパン株式会社に譲渡いたしました。 

平成19年７月14日 

ひまわりＣＸ株式会社を分離元企業とし、フィマット・ジャパン株式会社を分離先企業

とする事業譲渡 

  

(2) 持分変動差額の金額及び会計処理 

ウ 事業分離日

エ 法的形式を含む事業分離の概要

営業収益 174,601千円 営業損失 16,109千円 経常損失 16,104千円

Ｂ 事業譲渡について

ア 分離先企業の名称、分離した事業の内容

イ 事業分離を行った主な理由

ウ 事業分離日

エ 法的形式を含む事業分離の概要
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受取対価を全て現金とする事業分離であり、事業譲渡日において特別利益として事業譲渡益

667,565千円を計上しております。 

  

(3) 事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称 

商品先物取引関連事業、外国為替取引関連事業 
  

(4) 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。  

  

営業収益 194,943千円 営業利益 41,803千円 経常利益 42,343千円
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（注）算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額 

 
  

２. １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 82円33銭 １株当たり純資産額 80円39銭

１株当たり当期純利益 9円22銭 １株当たり当期純利益 4円21銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

項目
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 5,944,236 5,803,766

普通株式に係る純資産額（千円） 5,944,236 5,803,766

普通株式の発行済株式数（株） 73,500,000 73,500,000

普通株式の自己株式数（株） 1,300,902 1,302,403

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 72,199,098 72,197,597

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 665,939 303,999

普通株式に係る当期純利益（千円） 665,939 303,999

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ─

普通株式の期中平均株式数（株） 72,199,098 72,198,600

当期純利益調整額（千円） ― ─

普通株式増加数（千株） ― ─

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

期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権方式による
ストックオプション 
（新株予約権304個）

新株予約権方式による
ストックオプション 
（新株予約権304個）
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社は、平成21年５月19日開催の取締役会において、平成21年６月26日開催予定の第７期定時株主

総会に株式併合及び単元株式数の変更について付議することを決議しております。 

 当該株式併合及び単元株式数の変更の内容は、下記のとおりであります。 

全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、全ての国内上場会社の売買

単位を最終的に100株に集約することを目指しております。当社は、証券市場の担い手である証券

会社を中核子会社とする持株会社として、また、株式会社ジャスダック証券取引所に上場する上場

企業として、この「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を

100株に変更するため、株式の併合（10株を1株に併合）および単元株式数の変更（現行の1,000株

から100株に変更）を行うものであります。今回、株式併合と単元株式数の変更を併用することと

した理由は、当社株式の投資単位の状況を勘案し、現状の投資単位を維持することが適当であると

判断したためです。 

また、当社の発行済株式総数は、株式会社ジャスダック証券取引所の上場企業の平均上場株式数

と比較して多く、また、発行済株式総数の時価総額に対する割合も株式会社ジャスダック証券取引

所の上場企業全体の状況と比較して高い割合となっています。株式併合により当社の発行済株式総

数の適正化が図られ、その結果、１株当たりの諸指標（利益・純資産額等）や株価について他社と

の比較が容易になり、当社の状況に対するご理解を深めていただくことができるものと考えており

ます。さらには、当社株式が株式市場において一層適正に評価され、ひいては当社グループの企業

イメージの向上に資するものになることと存じます。 

以上の理由に加え、本年1月に実施された株券の電子化によって株券提出の手続や株券の印刷等

が不要となり、僅少なコストで株式併合を実施することが可能となったことから、今般、株式併合

および単元株式数の変更を実施することにいたしました。 

なお、株式の併合が行われましても、同時に単元株式数の引き下げを行うため、既存の株主様の

議決権等の権利や市場での当社株式の売買の利便性が損なわれることがないよう最大限考慮させて

いただいております。 

平成21年８月１日をもって、当社普通株式10株を１株に併合いたします。ただし、株式併合の結

果、１株に満たない端数が生じた場合には、一括して売却処分とし、その処分代金を端数の生じた

株主に対して、その端数に応じて分配いたします。 

(重要な後発事象)

（株式併合）

１ 株式併合

（1）株式併合の目的

（2）株式併合の方法
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株式併合により減少する株式数 

 
  （注）当社は、新株予約権（ストック・オプション）を発行しておりますが、その権利行使に対しては自己株式

を交付する予定であるため、今後、権利行使が行われても発行済株式総数の変動はありません。また、現在発

行されている新株予約権（ストック・オプション）の権利行使期間は平成21年６月30日までとなっているた

め、株式併合の効力発生日時点において残存する新株予約権はありません。 

前期首に当該株式併合が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞ

れ以下のとおりであります。 

 

平成21年6月26日開催予定の第７期定時株主総会において「株式併合の件」が承認可決されるこ

とを条件とします。 

当社株式の単元株式数を全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」において最

終的な目標とされている売買単位である100株に変更するものです。 

平成21年６月26日開催予定の第７期定時株主総会において「株式併合の件」および「定款一部変

更の件」が承認可決されることを条件とします。 

① 取締役会決議日       平成21年５月19日（火） 

② 定時株主総会決議日     平成21年６月26日（金） 

③ 売買停止期間        平成21年７月28日（火）～平成21年７月31日（金） 

④ 株式併合の効力発生日    平成21年８月１日（土） 

⑤ 単元株式数変更の効力発生日 平成21年８月１日（土） 

（3）１株当たり情報に及ぼす影響

 発行済株式総数  73,500,000株

 併合による減少株式数   66,150,000株

 併合後の発行済株式総数   7,350,000株

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 823円31銭

 
１株当たり純資産額 803円86銭

 
１株当たり当期純利益 92円24銭

 
１株当たり当期純利益 42円11銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

（4）株式併合の条件

２ 単元株式数の変更

（1）単元株式数変更の理由

（2）単元株式数変更の条件

３ 株式併合および単元株式数の変更の日程（予定）
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

（単位：千円） 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 334,557 24,513 

未収入金 ※1 431,055 ※1 221,258 

その他 3,245 5,159 

貸倒引当金 △47 △18 

流動資産合計 768,810 250,913 

固定資産 

有形固定資産 

建物 5,011 11,450 

減価償却累計額 △1,375 △643 

建物（純額） 3,636 10,806 

器具及び備品 726 43,536 

減価償却累計額 △586 △3,471 

器具及び備品（純額） 140 40,064 

リース資産 － 14,869 

減価償却累計額 － △985 

リース資産（純額） － 13,884 

有形固定資産合計 3,776 64,754 

無形固定資産 

ソフトウエア 4,857 

リース資産 440,849 

無形固定資産合計 6,207 445,706 

投資その他の資産 

投資有価証券 20,287 20,687 

関係会社株式 3,791,569 4,396,989 

出資金 100 100 

長期未収債権 － 7,609 

長期差入保証金 492 164,299 

長期前払費用 183 83 

繰延税金資産 5 － 

貸倒引当金 － △3,347 

投資その他の資産合計 3,812,638 4,586,422 

固定資産合計 3,822,622 5,096,883 

資産合計 4,591,432 5,347,797 
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（単位：千円） 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

未払金 ※1 241,676 ※1 115,250 

リース債務 － 103,287 

未払費用 2,753 7,701 

未払法人税等 1,578 6,161 

預り金 11,709 8,113 

賞与引当金 4,400 12,160 

その他 － 2,031 

流動負債合計 262,119 254,704 

固定負債 

リース債務 － 385,174 

退職給付引当金 49,820 119,593 

固定負債合計 49,820 504,767 

負債合計 311,939 759,472 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,460,000 3,460,000 

資本剰余金 

資本準備金 644,363 644,363 

その他資本剰余金 96,056 96,056 

資本剰余金合計 740,419 740,419 

利益剰余金 

利益準備金 － 14,439 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 175,137 469,588 

利益剰余金合計 175,137 484,028 

自己株式 △96,056 △96,123 

株主資本合計 4,279,501 4,588,324 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △8 － 

評価・換算差額等合計 △8 － 

純資産合計 4,279,492 4,588,324 

負債純資産合計 4,591,432 5,347,797 
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(2)【損益計算書】 

（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収益 

関係会社受取配当金 ※1 494,200 ※1 375,060 

関係会社受入手数料 ※1 267,480 ※1 660,000 

関係会社システム提供料 － 90,185 

その他 2,700 － 

営業収益合計 764,380 1,125,245 

営業費用 

販売費及び一般管理費 ※2, ※4 369,459 ※2, ※4 769,452 

営業費用合計 369,459 769,452 

営業利益 394,920 355,792 

営業外収益 

受取利息 ※3 2,424 ※3 145 

受取配当金 5 485 

その他 638 666 

営業外収益合計 3,067 1,298 

営業外費用 

支払利息 1,758 17,753 

営業外費用合計 1,758 17,753 

経常利益 396,229 339,337 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 9,613 － 

特別利益合計 9,613 － 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 3,317 

固定資産除却損 274 3,146 

投資有価証券売却損 － 5 

投資有価証券評価損 268,672 11,827 

株式交換損 58,312 － 

年金基金特別掛金 － 5,434 

特別損失合計 327,259 23,731 

税引前当期純利益 78,584 315,605 

法人税、住民税及び事業税 △96,553 △137,683 

法人税等合計 △96,553 △137,683 

当期純利益 175,137 453,288 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,460,000 3,460,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,460,000 3,460,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,210,000 644,363 

当期変動額 

資本準備金の取崩 △565,636 － 

当期変動額合計 △565,636 － 

当期末残高 644,363 644,363 

その他資本剰余金 

前期末残高 2,852,558 96,056 

当期変動額 

資本準備金の取崩 565,636 － 

欠損填補 △3,322,139 － 

当期変動額合計 △2,756,502 － 

当期末残高 96,056 96,056 

資本剰余金合計 

前期末残高 4,062,558 740,419 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － － 

欠損填補 △3,322,139 － 

当期変動額合計 △3,322,139 － 

当期末残高 740,419 740,419 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

剰余金の配当 － 14,439 

当期変動額合計 － 14,439 

当期末残高 － 14,439 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △3,322,139 175,137 

当期変動額 

剰余金の配当 － △158,838 

欠損填補 3,322,139 － 

当期純利益 175,137 453,288 

当期変動額合計 3,497,277 294,450 

当期末残高 175,137 469,588 

57

ひまわりホールディングス㈱（8738）平成21年３月期決算短信



（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 △3,322,139 175,137 

当期変動額 

剰余金の配当 － △144,398 

欠損填補 3,322,139 － 

当期純利益 175,137 453,288 

当期変動額合計 3,497,277 308,890 

当期末残高 175,137 484,028 

自己株式 

前期末残高 △96,056 △96,056 

当期変動額 

自己株式の取得 － △67 

当期変動額合計 － △67 

当期末残高 △96,056 △96,123 

株主資本合計 

前期末残高 4,104,363 4,279,501 

当期変動額 

剰余金の配当 － △144,398 

自己株式の取得 － △67 

当期純利益 175,137 453,288 

当期変動額合計 175,137 308,823 

当期末残高 4,279,501 4,588,324 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △8 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 8 

当期変動額合計 △8 8 

当期末残高 △8 － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △8 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 8 

当期変動額合計 △8 8 

当期末残高 △8 － 

純資産合計 

前期末残高 4,104,363 4,279,492 

当期変動額 

剰余金の配当 － △144,398 

自己株式の取得 － △67 

当期純利益 175,137 453,288 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 8 

当期変動額合計 175,129 308,831 

当期末残高 4,279,492 4,588,324 
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格に基づく時価法 

  （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） 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式 

       同 左 

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

２ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産
イ.平成19年３月31日以前に取得したもの
旧定率法
ロ.平成19年４月１日以降に取得したもの
定率法
 なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります。
建物（建物附属設備）    15年
器具及び備品        ８年
（会計方針の変更）
 法人税法の改正に伴い、当事業年度
より、平成19年４月１日以降に取得し
たものについては、改正後の法人税法
に基づく方法に変更しております。 
 なお、この変更に伴う損益への影響
は軽微であります。
（追加情報）
 当事業年度から、平成19年３月31日
以前に取得したものについては、償却
可能限度額まで償却が終了した翌年か
ら５年間で均等償却する方法によって
おります。 
 なお、この変更に伴う損益への影響
は軽微であります。

(1) 有形固定資産 

  （リース資産を除く）
イ.平成19年３月31日以前に取得したもの
旧定率法
償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却
ロ.平成19年４月１日以降に取得したもの
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。
建物（建物附属設備）    15年
器具及び備品      ５～10年

(2) 無形固定資産
定額法 

 ただし、ソフトウェア（自社利用
分）については、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法

(2) 無形固定資産 

  （リース資産を除く）

同 左

──────── (3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零として算定する方法によってお
ります。
なお、リース物件が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引のうち、リース取引開
始日が企業会計基準第13号「リース取
引に関する会計基準」の適用初年度開
始前の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。

(3) 長期前払費用
 契約期間、または支出の効果の及ぶ
期間に応じて均等償却

(3) 長期前払費用

同 左
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項目

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、回収不能見込額を計上し

ております。

(1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

   従業員に対する賞与の支払に充て

るため、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同 左

(3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

   数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(３年)による定額法によ

り費用処理しております。

(3) 退職給付引当金

同 左

４ 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。

──────

５ その他財務諸表作成の

ための重要な事項

①消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。
②連結納税制度の採用
  連結納税制度を採用しております。

①消費税等の会計処理

同 左

②連結納税制度の採用
同 左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

──────── （リース取引に関する会計基準等）
当事業年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審
議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会
会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用
し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ
ております。
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
引き続き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。
これにより営業利益は9,857千円増加、経常利益及び

税引前当期純利益は7,812千円、それぞれ減少しており
ます。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

──────── （貸借対照表）
従来、無形固定資産は一括表示しておりましたが、

「ソフトウェア」と「リース資産」に区分掲記しており
ます。なお、前事業年度の無形固定資産の「ソフトウェ
ア」は6,207千円であります。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

 未収入金 314,421千円

 未払金 233,318千円

※１ 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

未収入金 125,753千円

未払金 107,908千円

※２ 保証債務

子会社ひまわりインベストメント㈱及びひまわり

証券㈱のファイナンス・リース契約（契約残高

501,798千円）に対し、債務保証を行っております。

※２ 保証債務

子会社ひまわり証券㈱のファイナンス・リース契

約（契約残高260,164千円）に対し、債務保証を行っ

ております。

63

ひまわりホールディングス㈱（8738）平成21年３月期決算短信



  

 
  

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 営業収益のうち関係会社に対するものは次のとお

りであります。

 関係会社受取配当金 494,200千円

 関係会社業務受託収入 267,480千円

※１ 営業収益のうち関係会社に対するものは次のとお

りであります。

 関係会社受取配当金 375,060千円

 関係会社業務受託収入 660,000千円

 関係会社システム提供料 90,185千円

※２ 営業費用のうち関係会社に対するものは次のとお

りであります。

 一般管理費 29,318千円

※２ 営業費用のうち関係会社に対するものは次のとお

りであります。

 一般管理費 126,056千円

※３ 営業外収益のうち関係会社に対するものは次のと

おりであります。

 受取利息 2,116千円

※３ 営業外収益のうち関係会社に対するものは次のと

おりであります。

 受取利息 44千円

※４ 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の

とおりであります。なお、全額が一般管理費に属す

るものであります。

 給与・手当 159,094千円

 賞与引当金繰入額 4,400千円

 退職給付費用 8,095千円

 事務費 1,675千円

 減価償却費 1,094千円

※４ 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の

とおりであります。なお、全額が一般管理費に属す

るものであります。

 給与・手当 371,996千円

 賞与引当金繰入額 12,160千円

 退職給付費用 13,679千円

 事務費 1,803千円

 減価償却費 76,950千円
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（注）自己株式の増加1,501株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

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

普通株式(株) 1,300,902 ─ ─ 1,300,902

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

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

普通株式(株) 1,300,902 1,501 ─ 1,302,403
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・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

 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)

器具及び 
備品

45,658 19,332 26,326

 

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)

器具及び
備品

23,336 5,770 17,566

 ２ 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 8,747千円

 １年超 18,028千円

 合計 26,776千円

 ２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4,275千円

１年超 13,753千円

合計 18,028千円

 ３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

  相当額

(1) 支払リース料 5,326千円

(2) 減価償却費相当額 4,663千円

(3) 支払利息相当額 396千円

 ３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

 相当額

(1) 支払リース料 10,140千円

(2) 減価償却費相当額 8,847千円

(3) 支払利息相当額 1,291千円

 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、残存価額を零とする

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

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 ５ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

 ５ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

──────── ※２ファイナンス・リース取引

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

 １ リース資産の内容

  有形固定資産

主として車両及び業務系コンピュータシステム
（器具及び備品）であります。

 ２ リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として

算出する方法によっております。
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前事業年度(平成20年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

前事業年度(平成20年３月31日) 当事業年度(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 (繰延税金資産)

 賞与引当金 1,781千円

 貸倒引当金 19千円

 退職給付引当金 20,172千円

 投資有価証券評価損 76,481千円

 関係会社株式評価損 94,596千円

 税務上の繰越欠損金 1,247,494千円

 その他有価証券評価差額金 5千円

 その他 1,183千円

  繰延税金資産小計 1,441,734千円

 評価性引当額 △1,441,729千円

  繰延税金資産合計 5千円

 繰延税金資産の純額 5千円
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金 4,923千円

貸倒引当金 1,362千円

退職給付引当金 48,423千円

投資有価証券評価損 35,514千円

関係会社株式評価損 30,892千円

税務上の繰越欠損金 1,058,635千円

その他 3,245千円

 繰延税金資産小計 1,182,997千円

評価性引当額 △1,182,997千円

 繰延税金資産合計 ─千円

繰延税金資産の純額 ─千円

 

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 40.49％

  (調整)

  受取配当金等永久に益金に
  算入されない項目

△254.63％

  評価性引当額の増減 89.47％

  その他 1.81％

   税効果会計適用後の法人税等の 
   負担率

△122.86％

 

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 40.49％

 (調整)

 受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目

△48.13％

 評価性引当額の増減 △42.20％

 その他 6.22％

  税効果会計適用後の法人税等の 
   負担率

△43.62％
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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（注）算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額 

 
  

２. １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 59円27銭 １株当たり純資産額 63円55銭

１株当たり当期純利益 ２円43銭 １株当たり当期純利益 ６円28銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

項目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,279,492 5,347,797

普通株式に係る純資産額（千円） 4,279,492 4,588,324

普通株式の発行済株式数（株） 73,500,000 73,500,000

普通株式の自己株式数（株） 1,300,902 1,302,403

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 72,199,098 72,197,597

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 175,137 453,288

普通株式に係る当期純利益（千円） 175,137 453,288

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（株） 72,199,098 72,198,600

当期純利益調整額（千円） ─ ─

普通株式増加数（千株） ─ ─

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

期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権方式による
ストックオプション 
 （新株予約権304個）

新株予約権方式による
ストックオプション 
 （新株予約権304個）
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社は、平成21年５月19日開催の取締役会において、平成21年６月26日開催の第７期定時株主総会

に株式併合及び単元株式数の変更について付議する旨の決議を行っております。 

 当該株式併合及び単元株式数の変更の内容は、下記のとおりであります。 

全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、全ての国内上場会社の売買

単位を最終的に100株に集約することを目指しております。当社は、証券市場の担い手である証券

会社を中核子会社とする持株会社として、また、株式会社ジャスダック証券取引所に上場する上場

企業として、この「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を

100株に変更するため、株式の併合（10株を1株に併合）および単元株式数の変更（現行の1,000株

から100株に変更）を行うものです。今回、株式併合と単元株式数の変更を併用することとした理

由は、当社株式の投資単位の状況を勘案し、現状の投資単位を維持することが適当であると判断し

たためです。 

また、当社の発行済株式総数は、株式会社ジャスダック証券取引所の上場企業の平均上場株式数

と比較して多く、また、発行済株式総数の時価総額に対する割合も株式会社ジャスダック証券取引

所の上場企業全体の状況と比較して高い割合となっています。株式併合により当社の発行済株式総

数の適正化が図られ、その結果、１株当たりの諸指標（利益・純資産額等）や株価について他社と

の比較が容易になり、当社の状況に対するご理解を深めていただくことができるものと考えており

ます。さらには、当社株式が株式市場において一層適正に評価され、ひいては当社グループの企業

イメージの向上に資するものになることと存じます。 

以上の理由に加え、本年１月に実施された株券の電子化によって株券提出の手続や株券の印刷等

が不要となり、僅少なコストで株式併合を実施することが可能となったことから、今般、株式併合

および単元株式数の変更を実施することにいたしました。 

なお、株式の併合が行われましても、同時に単元株式数の引き下げを行うため、既存の株主様の

議決権等の権利や市場での当社株式の売買の利便性が損なわれることがないよう最大限考慮させて

いただいております。 

平成21年８月１日をもって、当社普通株式10株を１株に併合いたします。ただし、株式併合の結

果、１株に満たない端数が生じた場合には、一括して売却処分とし、その処分代金を端数の生じた

株主に対して、その端数に応じて分配いたします。 

(重要な後発事象)

 

（株式併合）

１ 株式併合

（1）株式併合の目的

 

（2）株式併合の方法
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  （注）当社は、新株予約権（ストック・オプション）を発行しておりますが、その権利行使に対しては自己株式

を交付する予定であるため、今後、権利行使が行われても発行済株式総数の変動はありません。また、現在発

行されている新株予約権（ストック・オプション）の権利行使期間は平成21年６月30日までとなっているた

め、株式併合の効力発生日時点において残存する新株予約権はありません。 

前期首に当該株式併合が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞ

れ以下のとおりであります。 

 

平成21年６月26日開催予定の第７期定時株主総会において「株式併合の件」が承認可決されるこ

とを条件とします。 

当社株式の単元株式数を全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」において最

終的な目標とされている売買単位である100株に変更するものです。 

平成21年６月26日開催予定の第７期定時株主総会において「株式併合の件」および「定款一部変

更の件」が承認可決されることを条件とします。 

① 取締役会決議日       平成21年５月19日（火） 

② 定時株主総会決議日     平成21年６月26日（金） 

③ 売買停止期間        平成21年７月28日（火）～平成21年７月31日（金） 

④ 株式併合の効力発生日    平成21年８月１日（土） 

⑤ 単元株式数変更の効力発生日 平成21年８月１日（土） 

（3）１株当たり情報に及ぼす影響

  株式併合により減少する株式数

 発行済株式総数  73,500,000株

 併合による減少株式数   66,150,000株

 併合後の発行済株式総数   7,350,000株

 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 592円74銭

 
１株当たり純資産額 635円51銭

 
１株当たり当期純利益 24円26銭

 
１株当たり当期純利益 62円78銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

 

（4）株式併合の条件

 

２ 単元株式数の変更

（1）単元株式数変更の理由

 

（2）単元株式数変更の条件

 

３ 株式併合および単元株式数の変更の日程（予定）
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該当事項はありません。 

新任取締役候補 

 取締役 中野 和彦（現 当社執行役員） 

 取締役 寺田 義秋（現 当社執行役員） 

  

該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

① 代表者の異動

② その他の役員の異動（平成21年６月26日付予定）

(2) その他
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