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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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）

営業収益 純営業収益 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 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,542 △7.8 1,525 △8.0 △83 ― △118 ― △145 ―
21年3月期第1四半期 1,673 ― 1,657 ― 310 ― 306 ― 187 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.01 ―
21年3月期第1四半期 2.60 ―

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

22年3月期第1四半期 38,275 5,519 14.4 76.45
21年3月期 36,309 5,803 16.0 80.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,519百万円 21年3月期  5,803百万円

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  
 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
（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

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 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）  無  

(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、５～６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、５～６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 
 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。 

新規 ―社 （社名 ） 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 73,500,000株 21年3月期  73,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,302,403株 21年3月期  1,302,403株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 72,197,597株 21年3月期第1四半期 72,199,098株
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【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 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、企業の在庫調整の解消や景気対策の効果による個人

消費の拡大など一部に持ち直しの動きが出てきておりますが、依然として世界的な金融危機に端を

発した景気の悪化から抜け出しておらず、企業収益や雇用情勢の悪化は続いております。 

このような環境の中、当社グループでは、主力事業である外国為替取引関連事業においてスプレ

ッドの機動的な見直しなどの競争力の強化や積極的なプロモーションに努め、新規口座の開設は好

調に推移しました。しかしながら、外国為替市場は総じてボラティリティが非常に低い展開となっ

たことから、当第１四半期連結累計期間の外国為替取引関連事業の営業収益は９億41百万円（前年

同期比29.9％減）となりました。 

また、有価証券関連事業は、新規口座開設ペースが好調であることに加え、上昇トレンドに転じ

た日経平均株価の流れを受け、取引高が大幅に増加しました。この結果、当第１四半期連結累計期

間における有価証券関連事業の営業収益は５億87百万円（前年同期比83.7％増）となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結営業収益は、15億42百万円（前年同期比7.8％

減）となりました。 

一方、連結営業費用は、ひまわり証券株式会社におけるウェブ・サイトの全面リニューアルや将

来的な取引増加にも余裕をもって対応可能にするための取引システム増強等により電算機費が増加

したほか、ＣＦＤ取引・システムトレード・韓国ビジネスなど新規事業を強化するための人材採用

に伴い人件費が増加しました。また、コストパフォーマンスの観点からプロモーションの見直しを

図ったものの新規口座の開設が好調だったためアフィリエイト報酬が増大し広告宣伝費が高水準と

なったことなどから、当第１四半期連結累計期間の営業費用は16億９百万円（前年同期比19.4％

増）となりました。 

以上の結果、連結営業損益は83百万円の損失（前年同期は３億10百万円の利益）、連結経常損益

は１億18百万円の損失（前年同期は３億６百万円の利益）、連結四半期純損益は１億45百万円の損

失（前年同期は１億87百万円の利益）となりました。 

なお、各事業セグメントの概況は次のとおりです。 

 

（外国為替取引関連事業） 

当第１四半期連結累計期間の外国為替市場におきましては、ドル円相場が１ドル＝100円から94円

のレンジでもみ合うボラティリティの低い状況が続き、結局１ドル＝96円１銭で当第１四半期連結

累計期間を終えております。 

このような環境の中、当社グループでは、キャンペーンを含めて各種通貨ペアについてスプレッ

ドの機動的な見直しを積極的に行うなど競争力の強化に努めたほか、取引システムの安定性や約定

価格の透明性など信頼性の高さを訴求するなど他社との差別化を明確にした積極的なプロモーショ

ンを展開いたしました。さらに本年６月には、将来を見据えた新たな商品サービスとして、自動売

買も可能な外国為替証拠金取引のシステムトレードを本格的にスタートさせました。しかしながら、

ボラティリティが非常に低い相場展開により営業収益が伸び悩み、当第１四半期連結累計期間の外

国為替取引関連事業の営業収益は９億41百万円（前年同期比29.9％減）となりました。 

なお、平成21年６月に金融庁から外国為替証拠金取引に関するレバレッジ規制案が公表されまし

た。当社グループでは、こうした規制を踏まえて、新たな収益源の確保に取り組んでおり、その一

環として、大阪証券取引所の取引所外国為替証拠金取引市場「大証ＦＸ」への参加準備を進め、本

年７月の取引開始当初から取引参加いたしました。また、ＢｔｏＢ取引（業者間取引）の拡大にも

注力し、本年７月には韓国屈指の大手金融グループであるNational Agricultural Cooperative 

Federation傘下のNH Investment and Futures Co., Ltd.と業務提携いたしました。今後とも、収益

基盤の一層の強化を図るとともに、収益源の拡大に取り組んでまいる所存です。 

 

（有価証券関連事業） 

当第１四半期連結累計期間の証券市場におきましては、期初に8,000円台からスタートした日経平
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均株価は、景気対策や日本経済の先行きに対する期待感などから、一時は10,000円を回復するなど

ほぼ一方的に上昇する展開となり、9,958円44銭で当第１四半期連結累計期間を終えました。 

このような環境の中、当社グループにおきましては、昨年12月に取扱いを開始した株価指数先物取

引の証拠金が 大半額で取引可能な「アクティブ口座」の効果により新規口座開設ペースが依然好

調であることに加え、上昇トレンドに転じた日経平均株価の流れを受け、取引高が大幅に増加しま

した。この結果、当第１四半期連結累計期間における有価証券関連事業の営業収益は５億87百万円

（前年同期比83.7％増）となりました。 

 

（ディーリングその他の事業） 

ひまわりインベストメント株式会社において行っている外国為替証拠金取引、証券取引、商品先物

取引を対象にした自己ディーリングの結果、当第１四半期連結累計期間におけるディーリングその

他の事業の営業収益は13百万円（前年同期比24.8％増）となりました。  

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債・純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ19億65百万円増加し382億75百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金が２億44百万円、外国為替勘定が７億31百万円減少したもの

の、預託金が14億17百万円、信用取引資産が５億１百万円、短期差入保証金が10億34百万円それぞ

れ増加したためであります。 

負債総額は、前期末と比べ22億49百万円増加し327億55百万円となりました。これは主に、外国為

替受入証拠金が８億86百万円、受入保証金が９億48百万円、信用取引負債が５億１百万円それぞれ

増加したことによるものであります。 

純資産は、前期末と比べ２億84百万円減少し55億19百万円となりました。これは主に剰余金の配

当１億44百万円を実施したこと、および四半期純損失１億45百万円を計上したことにより利益剰余

金が２億89百万円減少したためであります。なお、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は

14.4％となっております。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間の営業活動におけるキャッシュ・フローは91百万円（前年同期は△８億

９百万円）、投資活動によるキャッシュ・フローは△２億84百万円（前年同期は52百万円）、財務

活動によるキャッシュ・フローは△１億36百万円（前年同期は△５億44百万円）となりました。そ

の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は期首より３億８百万円減少し、25億

82百万円となりました。 

当第１四半期連結累計期間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。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、91百万円となりました。

主な増加項目は、受入保証金の増加９億48百万円、外国為替受入証拠金の増加８億86百万円およ

び外国為替勘定の減少７億31百万円であります。一方、主な減少項目は、税金等調整前四半期純

損失１億24百万円の計上、短期差入保証金の増加10億34百万円、外国為替取引顧客分別金信託

（預託金）の増加12億68百万円などであります。 

② 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、有形固定資産の取得などにより△２億84百万円となり

ました。 

③ 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、剰余金の配当の実施およびリース債務の返済により△

１億36百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

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・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

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、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。 

しかし依然として、当第１四半期連結累計期間におきましても、営業収益15億42百万円のうち受入

手数料が４億99百万円（営業収益に対する構成比32.4％）、トレーディング損益が９億70百万円（同

63.0％）、合計で14億70百万円（同95.3％）と相場動向等の影響を受ける収益が相当程度の割合を占

めております。 

このため、業績を予測することは困難であり、あえて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ります。したがって、当社は通常の業績予想を開示しておりません。

四半期および通期の連結業績につきましては、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。 

 

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） 

特定子会社の異動はありません。 

 

(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 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

 

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングに、当第１四半期連結累計期間における大幅な変動による影響を加味し

たものを利用する方法によっております。 

 

(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 

当第１四半期連結会計期間より、「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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のものについては、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。 

この変更に伴い、前第１四半期連結会計期間と同一の方法によった場合に比べ、純営業収益が
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7,059千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ2,793千円増加し

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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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１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,646,444 2,890,743

預託金 16,354,400 14,936,600

信用取引資産 1,416,727 915,495

短期差入保証金 12,912,556 11,877,897

支払差金勘定 115,156 213,497

立替金 277 712

外国為替勘定 2,387,524 3,118,953

繰延税金資産 65,237 88,358

その他 364,869 394,184

貸倒引当金 △20,544 △21,901

流動資産合計 36,242,649 34,414,539

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 33,101 31,301

器具及び備品（純額） 302,910 165,387

リース資産（純額） 13,313 13,884

有形固定資産合計 349,325 210,572

無形固定資産   

リース資産 496,001 440,849

その他 341,074 337,080

無形固定資産合計 837,075 777,930

投資その他の資産   

投資有価証券 221,059 250,699

長期未収債権 227,860 236,399

繰延税金資産 118,724 119,250

その他 663,371 683,295

貸倒引当金 △384,805 △382,732

投資その他の資産合計 846,210 906,911

固定資産合計 2,032,611 1,895,414

資産合計 38,275,261 36,309,954
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（単位：千円）

当第１四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 1,416,727 915,495

預り金 778,815 690,342

受入保証金 12,160,475 11,211,801

外国為替受入証拠金 16,642,342 15,756,113

短期借入金 500,000 500,000

リース債務 120,993 103,287

未払法人税等 4,513 147,426

賞与引当金 11,560 127,280

その他 245,775 207,480

流動負債合計 31,881,203 29,659,227

固定負債   

リース債務 427,953 385,174

退職給付引当金 393,852 412,572

固定負債合計 821,806 797,746

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 52,675 49,213

特別法上の準備金合計 52,675 49,213

負債合計 32,755,685 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 1,409,864 1,699,369

自己株式 △96,123 △96,123

株主資本合計 5,514,160 5,803,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,415 100

評価・換算差額等合計 5,415 100

純資産合計 5,519,575 5,803,766

負債純資産合計 38,275,261 36,309,954
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 （2）【四半期連結損益計算書】 
    【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 265,334 499,242

トレーディング損益 1,347,966 970,798

金融収益 13,789 10,543

その他 45,919 61,536

営業収益計 1,673,009 1,542,120

金融費用 15,135 16,306

純営業収益 1,657,874 1,525,814

販売費及び一般管理費   

取引関係費 349,958 365,750

人件費 364,270 434,779

不動産関係費 57,881 51,851

事務費 30,261 40,001

電算機費 344,234 458,974

減価償却費 72,008 120,153

租税公課 18,909 7,138

貸倒引当金繰入額 378 －

その他 109,949 130,731

販売費及び一般管理費合計 1,347,852 1,609,381

営業利益又は営業損失（△） 310,021 △83,567

営業外収益   

受取利息 28,251 4,294

受取配当金 492 －

その他 7,743 1,591

営業外収益合計 36,487 5,885

営業外費用   

持分法による投資損失 40,231 41,153

その他 － 60

営業外費用合計 40,231 41,214

経常利益又は経常損失（△） 306,277 △118,896
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別利益   

受取保険金 26,000 －

関係会社清算益 － 349

ゴルフ会員権売却益 － 45

その他 126 －

特別利益合計 26,127 394

特別損失   

金融商品取引責任準備金繰入れ 2,556 3,461

貸倒引当金繰入額 － 1,465

投資有価証券評価損 10,182 －

役員退職慰労金 16,000 －

ゴルフ会員権評価損 － 700

特別損失合計 28,738 5,626

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

303,666 △124,128

法人税、住民税及び事業税 38,397 950

法人税等調整額 77,467 20,031

法人税等合計 115,865 20,981

四半期純利益又は四半期純損失（△） 187,800 △145,109
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

303,666 △124,128

減価償却費 72,008 120,153

貸倒引当金の増減額（△は減少） 378 1,465

賞与引当金の増減額（△は減少） △114,620 △115,720

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,884 △18,719

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 2,556 3,461

受取利息及び受取配当金 △28,744 △4,367

支払利息 6,519 9,753

為替差損益（△は益） △21,236 △21,329

持分法による投資損益（△は益） 40,231 41,153

投資有価証券評価損益（△は益） 10,182 －

預託金の増減額（△は増加） △2,047 571

短期差入保証金の増減額（△は増加） △1,112,305 △1,034,659

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △380,000 △150,000

外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増
加）

△6,985,041 △1,268,371

長期未収債権の増減額（△は増加） △194 △11,298

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 2,312,601 886,229

外国為替勘定の増減額（△は増加） 4,107,119 731,428

受入保証金の増減額（△は減少） 1,358,229 948,674

預り金の増減額（△は減少） 137,660 84,972

支払差金勘定の増減額（△は増加） △232,943 98,340

その他 △254,602 39,183

小計 △770,695 216,794

利息及び配当金の受取額 72,672 15,981

利息の支払額 △6,519 △9,753

法人税等の支払額 △105,455 △131,655

営業活動によるキャッシュ・フロー △809,997 91,367

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 －

定期預金の預入による支出 － △64,000

有形固定資産の取得による支出 △40,721 △181,202

無形固定資産の取得による支出 △1,750 △35,532

投資有価証券の売却による収入 － 1,265

貸付けによる支出 △3,400 △2,308

貸付金の回収による収入 537 415

その他 △2,349 △3,050

投資活動によるキャッシュ・フロー 52,317 △284,411
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 2,335,485 7,584,170

短期借入金の返済による支出 △2,735,485 △7,584,170

リース債務の返済による支出 － △29,325

配当金の支払額 △144,398 △107,257

財務活動によるキャッシュ・フロー △544,398 △136,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,236 21,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,280,842 △308,298

現金及び現金同等物の期首残高 3,605,694 2,890,743

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四半期末残高 2,599,730 2,582,444
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

(5) セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

(単位：千円) 

 
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

計 
消去又は 
全社 

連結 

営業収益   

(1)外部顧客に対する 

  営業収益 
1,342,496 320,000 10,512 1,673,009 － 1,673,009

(2)セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高 
－ 63 － 63 (63) －

計 1,342,496 320,063 10,512 1,673,073 (63) 1,673,009

営業利益又は営業損失
(△) 

663,462 △194,589 △33,567 435,305 (125,283) 310,021

(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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

(単位：千円) 

 
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

計 
消去又は 
全社 

連結 

営業収益   

(1)外部顧客に対する 

  営業収益 
941,123 587,879 13,117 1,542,120 － 1,542,120

(2)セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高 
－ 30 － 30 (30) －

計 941,123 587,910 13,117 1,542,151 (30) 1,542,120

営業利益又は営業損失
(△) 

116,385 △25,925 △19,599 70,860 (154,428) △83,567

(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 「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」に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間から、「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））を適用しております。この変更に伴い、前第１四半期連結会計期間と同一の方

法によった場合に比べ、外国為替取引関連事業の営業利益が2,684千円減少しております。また、消去

又は全社の営業損失が108千円増加しております。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

３ 海外売上高（営業収益） 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高（営業収益）がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高（営業収益）がないため、該当事項はありません。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 
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