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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 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12月期第2四半期 3,830 ― 795 ― 762 ― 526 ―
20年12月期第2四半期 4,067 △58.0 △1,552 ― △1,590 ― △1,749 ―

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12月期第2四半期 2.08 ―
20年12月期第2四半期 △8.17 ―

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12月期第2四半期 27,645 3,054 11.0 12.06
20年12月期 20,227 2,459 12.2 9.71

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  3,043百万円 20年12月期  2,459百万円

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12月期 ― ― ― ― ―
21年12月期 ― ―
21年12月期 

（予想） ― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 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 10,230 2.5 2,400 ― 2,250 ― 1,800 ― 7.10
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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、４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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[(注) 詳細は、４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) 四半期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（四半期連結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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
(2)本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含
まれております。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述されている見通しとは大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社ジャレコ ）

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12月期第2四半期 253,458,269株 20年12月期  253,458,269株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  102,167株 20年12月期  99,625株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 253,357,628株 20年12月期第2四半期 214,253,388株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気減速を背景とした企業収益の

悪化や設備投資の減少が継続しており、家計における雇用・所得情勢の悪化が懸念され、個人消費も低調

に推移いたしました。 

 このような環境のなかで、当社グループでは、前期において抜本的な事業構造の改革と新たな収益構造

の転換に向けた経営改革を断行し、不採算事業であった不動産開発事業やゲーム事業からの撤退を完了さ

せる一方で、金融事業におけるＦＸ事業を当社グループの中核事業に位置づけ、重点的に経営資源を投入

することで更なる収益の拡大を図ってまいりました。 

外国為替保証金取引（ＦＸ）業界は、取引手数料無料が標準となり、低スプレッドによるお客様の獲得

競争が一段と厳しさを増し、勝ち組と負け組の二極化がより明確となってくる中、当社グループでは、グ

ループ内にシステム開発会社を保有する強みを 大限に活用した安定的なシステム運用と機動的かつスピ

ーディなサービス拡充を武器に、自社ブランドである株式会社EMCOM証券(平成21年５月１日付にて株式会

社パンタ・レイ証券より商号変更）が提供するサービス「みんなのＦＸ」、株式会社EMCOM TRADEが提供

する「EMCOM TRADE」(平成21年４月10日サービス開始)において、売上、取引高、預り証拠金ともに急速

な拡大を実現するなど前年同期と比べて飛躍的な業績の改善を遂げております。また、当社グループで

は、次のフェーズとして、レベニューシェア型ＡＳＰ事業の拡大にも注力し、EMCOM株式会社を筆頭とす

るグループ各社が保有する金融システムの開発力、金融コンサルティング能力や専任人材をリソースとし

て、ＦＸサービスの運用に必要とされる全てのリソースを提供する「総合アウトソースカンパニー」とし

ての成長戦略を掲げ、システムの導入はもちろんのこと、ビジネススキームの提案やマーケティング等の

コンサルティングを通じてクライアント企業の事業成長を支援しつつ、その恩恵を長期かつ安定的に享受

するという“WIN－WIN”のＡＳＰビジネスモデルの拡大にも努めてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,830百万円（前年同期は4,067百万円）、営業

利益795百万円（前年同期は1,552百万円の営業損失）、経常利益762百万円（前年同期は1,590百万円の経

常損失）、四半期純利益526百万円（前年同期は1,749百万円の四半期純損失）となりました。このように

売上高の実績こそ当初の計画目標に及びませんでしたが、前連結会計年度における経営改革の成果を確実

なものとし、前年同期に比べて飛躍的な業績の改善を実現しております。なお、前年同期比は参考として

記載しております。 

事業のセグメント別状況は以下の通りであります。 
  

〔金融事業〕 

当社グループは、ＦＸサービスにおけるお客様基盤の充実、お客様満足度並びにお客様信頼感のより一

層の向上に積極的に取り組みました。具体的には、当社グループ内にシステム開発会社を保有する強みを

背景にユーザーニーズを捉えた様々な機能・サービスの追加を継続的に実施し、リスクコントロール設定

機能の追加や各種ＦＸアプリケーションツールの提供を行うと共に、平成21年６月には株式会社EMCOM証

券が提供するサービス「みんなのＦＸ」において、全額信託保全サービスの提供を開始しました。また、

株式会社EMCOM CONSULTINGにおいて、平成21年３月26日付にて株式会社DMM.com証券（平成21年７月１日

付にて株式会社SVC証券より商号変更）、平成21年３月31日付にてトレイダーズ証券株式会社より、それ

ぞれ新たにレベニューシェアによるＡＳＰ提供に係る契約を獲得し、平成21年７月よりサービスの提供開

始を本格稼動させるなど、「総合アウトソースカンパニー」化戦略を加速化させております。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自社２ブランドの外国為替証拠金取引の口座数は、

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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合計39,693口座（前年同期比377.5％）となり、当第２四半期連結累計期間における金融事業の売上高は

3,734百万円、営業利益は1,128百万円となりました。 

  

〔不動産事業〕 

 不動産事業においては、不動産市況悪化の継続・拡大など厳しい事業環境を踏まえて、安定した収益が

狙えるヘルスケア事業を当社グループの不動産事業の中心に位置づけ、徹底的なローコストオペレーショ

ン体制を目指し、業務効率の向上と収益基盤の安定化に向けた体制構築に努めてまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における不動産事業の売上高は95百万円、前年同期で1,491百

万円あった営業損失は、36百万円までに縮小しております。 

  

当社グループの第２四半期連結会計期間末の財政状態は、以下のとおりであります。 

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末と比較して7,417,770千円増加

しております。このうち主なものは、預託金の増加2,398,554千円、トレーディング商品の増加

11,604,562千円、信用取引資産の増加776,001千円、短期差入保証金の増加625,482千円、現金及び預金の

減少1,531,676千円、約定見返勘定の減少6,468,775千円であります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末と比較して6,822,694千円増加

しております。このうち主なものは、約定見返勘定の増加10,586,291千円、FX預り証拠金の増加

2,825,561千円、信用取引負債の増加776,001千円、トレーディング商品の減少5,612,806千円、未払金の

減少739,588千円、未払法人税等の減少543,247千円及び社債の一部繰上償還667,000千円であります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産残高は、前連結会計年度末と比較して595,075千円増加し

ております。このうち主なものは、四半期純利益526,308千円を計上したことによるものであります。 
  

 通期の見通しにつきましては、低スプレッドによるお客様の獲得競争が一段と厳しさを増すと同時に金

融危機の影響から投資家の方々の投資家スタンスが、より慎重になる傾向が見られるものの、平成21年4

月10日よりサービス提供を開始した株式会社EMCOM TRADEや新たに獲得したレベニューシェア方式による

システムＡＳＰ提供の本格的な業績寄与により、計画達成を見込んでおります。従いまして、現時点で平

成21年2月19日付「平成20年12月期決算短信」にて発表の通期業績予想の修正はございません。 

 なお、実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
    

 当社は、連結子会社であった株式会社ジャレコの当社保有株式のすべてを、第１四半期連結会計期間に

おいて第三者に譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 
  

 （税金費用の計算） 

税引前利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期利益に当該実効税率

を乗じて税金費用を計上する方法によっております。 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

① 第１四半期連結会計期間より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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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）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）を第１四半

期連結会計期間から適用し、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おります。 

   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、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

   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おります。 

   この変更による総資産、損益及びセグメント情報に与える影響は軽微です。 

  

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要

な修正を行っています。 

   この変更による損益及びセグメント情報に与える影響は軽微です。 

  

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、平成18年５月30日に発行いたしました「株式会

社ジャレコ2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」（以下、「本新株予約権付社債」とい

う。）について、平成21年４月30日付にて、平成21年５月29日を償還日とする繰上償還請求に係る事前通

知を社債権者より受領したことから、平成21年５月29日付にて、繰上償還に係る対象額面金額の一部であ

る667百万円について繰上償還を実施するとともに、未償還分である4,333百万円については平成21年６月

29日を返済期限とする準消費貸借契約を締結いたしました。その後、平成21年７月６日付にて、平成21年

７月17日を返済期限とする準消費貸借契約の修正契約を締結いたしました。 

 しかしながら、当社グループでは具体的に検討が進行している資金調達案件が複数あるものの、本日現

在実行に至っておらず、また、債権者との間では再度返済期限を延長することの合意も得られていないこ

とから、一時的に返済が延滞している状況にあります。 

 このことから、当社グループでは、新規資金調達の可能性については慎重に検討を要する状況が継続し

ております。このため、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象が未だ存在

しております。 

 当社グループでは、当該状況を抜本的に解消すべく、前連結会計年度より、継続企業として長期的な成

長軌道の確保と安定的なキャッシュフロー創出の実現を目指して、抜本的な事業構造の改革並びに新たな

収益構造への転換に向けた経営改革を進めてまいりました。また、本新株予約権付社債について、社債権

者からの繰上償還請求に備えること、並びに、将来における事業規模の拡大に備えることを目的として、

機動的な資本政策や資金調達等の方法についても継続して慎重に検討を進めております。 

 当社グループの中核事業と位置づけた金融事業におけるＦＸ事業においては、EMCOM株式会社を筆頭と

する当社グループ各社が保有する金融システムの開発力、金融コンサルティング能力や専任人材をリソー

スとして、ＦＸサービスの運営に必要とされる全てのリソースを提供する「総合アウトソースカンパニ

ー」として、より一層の収益力強化を目指しております。当社子会社である株式会社EMCOM TRADEでは、

平成21年４月10日付にて、「EMCOM TRADE」のサービスブランドのもと新サービスの提供を開始しており

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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ます。これにより、当社グループでは、株式会社EMCOM証券(平成21年５月１日付にて株式会社パンタ・レ

イ証券より商号変更)による「みんなのＦＸ」と、株式会社EMCOM TRADEによる「EMCOM TRADE」という２

つのサービスブランドを駆使して、両社で異なる特徴を持つ取引環境を提供し、より幅広い顧客ニーズに

対応することで、ＦＸ市場成長の恩恵を 大限に享受し、収益機会の拡大を図っております。 

 さらに、「総合アウトソースカンパニー」化戦略の一環として、当社グループでは、レベニューシェア

方式によるＡＳＰシステムの導入はもちろんのこと、ビジネススキームの提案やマーケティング等のコン

サルティングを通じてクライアント企業の事業成長を支援しつつ、その恩恵を長期的かつ安定的に享受す

るという“WIN-WIN”のビジネスモデルの構築を進めております。当第２四半期連結累計期間において

は、平成21年３月26日付にて株式会社DMM.com証券（平成21年７月１日付にて株式会社SVC証券より商号変

更）、平成21年３月31日付にてトレイダーズ証券株式会社より獲得した案件のコンサルティング及び開発

に注力し、平成21年７月10日に『TRADERS FX』を、平成21年７月17日に『DMM FX』のサービス提供が開始

するに至っており、収益機会の多角化にも今まで以上に注力しております。 

 不動産事業については、ヘルスケア事業を中心に仲介事業との２本の柱で構成されており、経営資源の

適配分により、不動産事業全体で収益基盤の安定化に引き続き注力しております。 

 その結果、第１四半期連結累計期間に引き続き、既存事業の選択と集中により筋肉質な事業基盤の構築

並びに、収益機会の拡大と多様化に向けて着実に取り組んだ結果、当第２四半期連結累計期間におきまし

ては、売上高3,830百万円（前年同期は4,067百万円）、営業利益795百万円（前年同期は1,552百万円の営

業損失）、経常利益762百万円（前年同期は1,590百万円の経常損失）及び四半期純利益526百万円（前年

同期は1,749百万円の四半期純損失）を計上し、当社グループの業績は順調に回復を果たしております。 

 しかしながら、前述したとおり、当社グループは返済期限が到来している4,333百万円について、返済

が遅延している状況を早期に解消する必要があることから、債権者との間で早期に返済期限の合意を得る

こと、並びに、早期に資金調達を実現することにより、継続企業の前提に関する重要な疑義の解消を図っ

てまいりますが、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 729,339 2,261,016

預託金 6,116,345 3,717,791

受取手形及び売掛金 109,473 194,178

営業投資有価証券 － 190,651

トレーディング商品 11,604,562 －

たな卸資産 487,413 804,096

約定見返勘定 － 6,468,775

信用取引資産 1,765,696 989,694

短期差入保証金 1,788,608 1,163,125

その他 580,224 598,604

貸倒引当金 △59,899 △54,875

流動資産合計 23,121,763 16,333,060

固定資産   

有形固定資産 1,474,087 1,396,764

無形固定資産   

のれん 730,924 758,233

その他 201,638 182,855

無形固定資産合計 932,562 941,088

投資その他の資産 2,117,197 1,556,927

固定資産合計 4,523,847 3,894,780

資産合計 27,645,610 20,227,840

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,184 40,014

未払金 151,434 891,023

トレーディング商品 － 5,612,806

約定見返勘定 10,586,291 －

信用取引負債 1,765,696 989,694

短期借入金 4,333,000 29,300

FX預り証拠金 6,273,327 3,447,765

受入保証金 192,595 243,228

未払法人税等 247,285 790,533

賞与引当金 179,687 2,649

役員賞与引当金 87,218 －

その他 378,944 347,434

流動負債合計 24,212,665 12,394,450
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

固定負債   

社債 － 5,000,000

退職給付引当金 22,820 24,901

役員退職慰労引当金 30,798 24,260

その他 323,220 319,182

固定負債合計 376,839 5,368,344

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 1,850 5,866

特別法上の準備金合計 1,850 5,866

負債合計 24,591,355 17,768,661

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,933,006 4,933,006

資本剰余金 9,798,279 9,798,279

利益剰余金 △11,476,781 △12,003,089

自己株式 △15,307 △15,245

株主資本合計 3,239,197 2,712,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △167,674 △207,933

為替換算調整勘定 △28,029 △45,837

評価・換算差額等合計 △195,703 △253,770

新株予約権 10,761 －

純資産合計 3,054,255 2,459,179

負債純資産合計 27,645,610 20,227,840
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,830,078

売上原価 368,768

売上総利益 3,461,309

販売費及び一般管理費 2,665,765

営業利益 795,544

営業外収益  

受取利息 36,728

その他 10,510

営業外収益合計 47,238

営業外費用  

支払利息 57,773

為替差損 9,877

株式報酬費用 10,761

その他 1,531

営業外費用合計 79,943

経常利益 762,838

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,582

金融商品取引責任準備金戻入 4,016

役員退職慰労引当金戻入額 5,781

その他 907

特別利益合計 12,286

特別損失  

固定資産除却損 12,122

投資有価証券評価損 2,179

解約違約金 7,683

その他 2,444

特別損失合計 24,430

税金等調整前四半期純利益 750,695

法人税等 224,386

四半期純利益 526,308
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 750,695

減価償却費 161,720

のれん償却額 32,309

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,119

賞与引当金の増減額（△は減少） 177,037

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 87,218

退職給付引当金の増減額（△は減少） △314

受取利息及び受取配当金 △36,728

支払利息 57,773

為替差損益（△は益） △2,832

株式報酬費用 10,761

関係会社整理損 1,105

関係会社株式売却損益（△は益） △263

固定資産除却損 11,780

投資有価証券評価損益（△は益） 2,179

売上債権の増減額（△は増加） △9,712

トレーディング商品の増減額 △17,217,368

約定見返勘定の増減額（△は増加） 17,055,067

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,807

仕入債務の増減額（△は減少） △7,423

未払金の増減額（△は減少） △497,001

短期差入保証金の増減額（△は増加） △625,482

前受金の増減額（△は減少） 16,317

預り金の増減額（△は減少） 30,370

ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） 2,825,561

預託金の増減額（△は増加） △2,398,554

受入保証金の増減額（△は減少） △50,632

特別法上の準備金の増減額 △4,016

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,538

その他の流動資産の増減額（△は増加） △121,570

その他の流動負債の増減額（△は減少） △87,242

長期前払費用の増減額（△は増加） 35,338

その他 40,445

小計 267,001

利息及び配当金の受取額 32,132

利息の支払額 △59,578

法人税等の支払額 △760,610

営業活動によるキャッシュ・フロー △521,054
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △368,162

無形固定資産の取得による支出 △77,586

投資有価証券の売却による収入 81,039

連結子会社株式の売却による支出 △68,313

非連結子会社の清算による収入 1,894

貸付けによる支出 △350,000

貸付金の回収による収入 381,882

その他 540

投資活動によるキャッシュ・フロー △398,705

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △667,000

その他 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー △667,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,581,763

現金及び現金同等物の期首残高 2,311,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 729,339
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、平成18年５月30日に発行いたしました「株式

会社ジャレコ2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」（以下、「本新株予約権付社債」と

いう。）について、平成21年４月30日付にて、平成21年５月29日を償還日とする繰上償還請求に係る事

前通知を社債権者より受領したことから、平成21年５月29日付にて、繰上償還に係る対象額面金額の一

部である667百万円について繰上償還を実施するとともに、未償還分である4,333百万円については平成

21年６月29日を返済期限とする準消費貸借契約を締結いたしました。その後、平成21年７月６日付に

て、平成21年７月17日を返済期限とする準消費貸借契約の修正契約を締結いたしました。 

 しかしながら、当社グループでは具体的に検討が進行している資金調達案件が複数あるものの、本日

現在実行に至っておらず、また、債権者との間では再度返済期限を延長することの合意も得られていな

いことから、一時的に返済が延滞している状況にあります。 

 このことから、当社グループでは、新規資金調達の可能性については慎重に検討を要する状況が継続

しております。このため、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象が未だ

存在しております。 

 当社グループでは、当該状況を抜本的に解消すべく、前連結会計年度より、継続企業として長期的な

成長軌道の確保と安定的なキャッシュフロー創出の実現を目指して、抜本的な事業構造の改革並びに新

たな収益構造への転換に向けた経営改革を進めてまいりました。また、本新株予約権付社債について、

社債権者からの繰上償還請求に備えること、並びに、将来における事業規模の拡大に備えることを目的

として、機動的な資本政策や資金調達等の方法についても継続して慎重に検討を進めております。 

 当社グループの中核事業と位置づけた金融事業におけるＦＸ事業においては、EMCOM株式会社を筆頭と

する当社グループ各社が保有する金融システムの開発力、金融コンサルティング能力や専任人材をリソ

ースとして、ＦＸサービスの運営に必要とされる全てのリソースを提供する「総合アウトソースカンパ

ニー」として、より一層の収益力強化を目指しております。当社子会社である株式会社EMCOM TRADEで

は、平成21年４月10日付にて、「EMCOM TRADE」のサービスブランドのもと新サービスの提供を開始して

おります。これにより、当社グループでは、株式会社EMCOM証券(平成21年５月１日付にて株式会社パン

タ・レイ証券より商号変更)による「みんなのＦＸ」と、株式会社EMCOM TRADEによる「EMCOM TRADE」と

いう２つのサービスブランドを駆使して、両社で異なる特徴を持つ取引環境を提供し、より幅広い顧客

ニーズに対応することで、ＦＸ市場成長の恩恵を 大限に享受し、収益機会の拡大を図っております。 

 さらに、「総合アウトソースカンパニー」化戦略の一環として、当社グループでは、レベニューシェ

ア方式によるＡＳＰシステムの導入はもちろんのこと、ビジネススキームの提案やマーケティング等の

コンサルティングを通じてクライアント企業の事業成長を支援しつつ、その恩恵を長期的かつ安定的に

享受するという“WIN-WIN”のビジネスモデルの構築を進めております。当第２四半期連結累計期間にお

いては、平成21年３月26日付にて株式会社DMM.com証券（平成21年７月１日付にて株式会社SVC証券より

商号変更）、平成21年３月31日付にてトレイダーズ証券株式会社より獲得した案件のコンサルティング

及び開発に注力し、平成21年７月10日に『TRADERS FX』を、平成21年７月17日に『DMM FX』のサービス

(4) 継続企業の前提に関する注記
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提供が開始するに至っており、収益機会の多角化にも今まで以上に注力しております。 

 不動産事業については、ヘルスケア事業を中心に仲介事業との２本の柱で構成されており、経営資源

の 適配分により、不動産事業全体で収益基盤の安定化に引き続き注力しております。 

 その結果、第１四半期連結累計期間に引き続き、既存事業の選択と集中により筋肉質な事業基盤の構

築並びに、収益機会の拡大と多様化に向けて着実に取り組んだ結果、当第２四半期連結累計期間におき

ましては、売上高3,830百万円（前年同期は4,067百万円）、営業利益795百万円（前年同期は1,552百万

円の営業損失）、経常利益762百万円（前年同期は1,590百万円の経常損失）及び四半期純利益526百万円

（前年同期は1,749百万円の四半期純損失）を計上し、当社グループの業績は順調に回復を果たしており

ます。 

 しかしながら、前述したとおり、当社グループは返済期限が到来している4,333百万円について、返済

が遅延している状況を早期に解消する必要があることから、債権者との間で早期に返済期限の合意を得

ること、並びに、早期に資金調達を実現することにより、継続企業の前提に関する重要な疑義の解消を

図ってまいりますが、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

   当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

   該当事項はありません。 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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  (単位：千円) 

 
  

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

(1)（要約）中間連結損益計算書

科 目
前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

Ⅰ．売上高 4,067,233

Ⅱ．売上原価 3,847,728

  売上総利益 219,505

Ⅲ．販売費及び一般管理費 1,772,459

  営業損失(△) △1,552,954

Ⅳ．営業外収益 38,758

Ⅴ．営業外費用 76,138

  経常損失(△) △1,590,333

Ⅵ．特別利益 140,455

Ⅶ．特別損失 199,302

  税金等調整前中間純損失(△) △1,649,180

  法人税，住民税及び事業税 99,192

  法人税等調整額 △1,141

  中間純損失(△) △1,749,515
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  (単位：千円) 

(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

科 目
前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間純損失(△) △1,649,180

 減価償却費 70,979

  のれん償却額 13,902

  退職給付引当金の増減額 △17,625

 貸倒引当金の増減額 △19,729

 賞与引当金の増減額 56,517

 受取利息及び受取配当金 △7,350

 投資有価証券売却益 △22,999

 関係会社株式売却益 △81,169

 たな卸資産評価損 93,541

 支払利息 46,642

 為替差損益 2,310

 固定資産除却損 99,603

 売上債権の増減額 △112,867

 預託金の増減額 △674,398

 トレーディング商品の増減額 △10,334,821

 約定見返勘定の増減額 9,984,652

 たな卸資産の増減額 3,227,218

 前渡金の増減額 △2,580

 前受金の増減額 6,776

 預り金の増減額 △35,650

 短期差入保証金の増減額 △953,374

 受入保証金の増減額 △265,370

 仕入債務の増減額 △513,977

 未払金の増減額 68,603

 自己投資によるファンド損益 △195

 営業貸付金の増減額 △73,900

 預り保証金の増減額 1,897,524

 その他 277,948

  小計 1,081,029

 利息及び配当金の受取額 7,029

 利息の支払額 △ 39,002

 法人税等の支払額 △ 54,165

 営業活動によるキャッシュ・フロー 994,891

Ⅱ 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 △356,666 

 無形固定資産の取得による支出 △ 45,050

 株式交換による子会社資金の受入 147,204

 関係会社株式の売却による収入 19,141

 投資有価証券の取得による支出 △20,000

 投資有価証券の売却による収入 23,000

 貸付金の貸付による支出 △ 818,737

 貸付金の回収による収入 741,940

 その他 16,455

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 292,712
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科 目
前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  新株発行による収入 1,500,012

  短期借入金の純増減額 △1,724,000

  長期借入金の返済による支出 △70,200 

  自己株式の取得による支出 △142

 財務活動によるキャッシュ・フロー △294,330

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △935

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 406,913

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 486,978

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 893,892

株式会社EMCOMホールディングス (7954) 平成21年12月期 第２四半期決算短信

- 16 -




