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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 535 △34.3 △104 ― △100 ― △171 ―

21年3月期第2四半期 816 ― 164 ― 171 ― 100 ―

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2四半期 △3,390.64 ―

21年3月期第2四半期 1,857.08 1,792.86

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2四半期 11,957 3,086 25.7 60,697.17
21年3月期 12,267 3,283 26.7 64,486.99

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,070百万円 21年3月期  3,274百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

平成22年３月期（予想）配当金は、下記「平成22年３月期の業績予想」に掲げた理由から未定であるため、予想配当金についての記載をしておりません。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 500.00 500.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社の業績は、外国為替市場や株式市場等の相場動向や市場流動性等のマーケット環境並びに国内外の経済環境等に大きく左右され、これらの複合的
な影響等について正確な予測をして業績予想を行うことは困難であるため記載をしておりません。そのため、業績予想の開示に代わる代替手段として、月
次ベースで顧客口座数、預り資産残高及び営業収益についてTDnet（適時開示情報伝達システム）を通じて開示しております。 
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
（注）詳細は、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) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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2四半期 54,591株 21年3月期  54,591株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,000株 21年3月期  3,811株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 50,665株 21年3月期第2四半期 54,591株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（１）当社は、「３．平成22年３月期の業績予想」に記載のとおり、業績予想の開示に代わる代替手段として、月次ベースで顧客口座数、預り資産残高及び
営業収益についてTDnet（適時開示情報伝達システム）を通じて開示しております。 
（２）前事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期におけるわが国経済は、第１四半期と同様に昨年秋以降の急速な景気減速に底入れ感を示
すような経済指標等が出ており、個人消費に持ち直しの動きが出始めつつありますが、依然、世界的な金
融危機の影響や景気の下振れ懸念、国内雇用情勢の一層の悪化等により、まだまだ予断を許さない状況で
あります。 
その中にあって外国為替市場は、７月の米ドル／円相場においては、米雇用統計の悪化を契機に世界的

な景気回復期待の後退からリスク回避の円買い戻しの動きが活発化、サミットでの国際的な金融システム
の見直し論議も加わると、一時91円台後半まで円高米ドル安が進行いたしました。その後、予想以上の米
主要企業の好決算、住宅関連市況の改善などから景気持ち直し期待が再燃すると、月末にかけて95円台後
半まで円安米ドル高が進行いたしました。８月に入ると、予想外の米失業率の低下を受け、一時97円台後
半まで円安米ドル高が進みましたが、世界的な株価調整の強まりから米景気先行き警戒感による米ドルジ
リ安の流れが変わる気配はなく、月末には日本における政権交代に対する期待の高まりもあって、92円台
半ばまで円高米ドル安が進行いたしました。９月は、株価調整に伴うリスク回避の動きから91円台後半ま
で円高が進行、一時米ドル反発局面もありましたが、世界的な株高が米ドルキャリー取引の活発化をもた
らすと米ドル安傾向が鮮明になり、月央には一時90円台前半まで円高が進行いたしました。その後、日本
の大型連休に伴うポジション調整の動きからやや円安に動きましたが、藤井財務相が為替介入への否定的
な発言、円高容認を示唆する発言、さらに、ＦＲＢが超低金利の長期化を示唆するなど、再び円高米ドル
安への圧力が強まり、月後半に88円台前半まで円高が加速した後、第２四半期末を迎えました。 
米ドル／円以外に目を向けますと、ユーロ／円は、米雇用統計悪化を契機とする世界的な株安を受け円

高ユーロ安に進み、一時127円台を示現いたしましたが、良好なユーロ圏指標、世界的な株高を背景に、
138円台後半まで円安ユーロ高が進みました。その後、ユーロ調整色から131円台まで円高ユーロ安を示現
するも、直ぐに135円台半ばまで反発いたしましたが、月後半には米ドル／円と同様に、藤井財務相の介
入否定、円高容認示唆発言等の影響を受け、129円台後半まで円高ユーロ安が加速いたしました。 
このような状況の下、当社においては、金融庁によるＦＸ業界に対する規制強化が導入されるにあた

り、お客様が信頼できる業者の選択として当社を選んでいただいている傾向も感じられ、お客様口座数は
前年同期末の10,291口座から16,238口座（前年同期末比57.8％増）へと拡大いたしました。しかし、業績
面に関しては、 悪期を脱して徐々に回復の兆しが表れつつあるものの、前年同期の水準までには回復す
るに至らず、営業収益は535,768千円（前年同期比34.3％減）となりました。営業費用は、引き続き全体
的に経費抑制に努めた結果、640,754千円（前年同期比1.6％減）となり、営業損失は104,985千円（前年
同期は営業利益164,669千円）となりました。経常損失は、営業外収益に6,232千円、営業外費用に1,358
千円計上した結果、100,111千円（前年同期は経常利益171,998千円）となりました。また、平成21年９月
21日に本社移転を行い、それに伴う特別損失として、固定資産除却損774千円、固定資産臨時償却費
48,808千円、本社移転費用51,042千円を計上するなどした結果、四半期純損失は171,785千円（前年同期
は四半期純利益100,084千円）となりました。 
なお、平成22年３月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１

四半期決算短信（平成21年７月30日開示）をご参照下さい。 
  
  

①資産、負債及び純資産の状況 
前事業年度末から当第２四半期会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、総資産について

は、前事業年度末と比べ、309,318千円減少し、11,957,880千円となりました。これは主に、流動資産の
うち現金及び預金が217,754千円、分別管理信託が132,561千円減少したためであります。 
 負債総額は、前事業年度末と比べ、111,949千円減少し、8,871,541千円となりました。これは主に、流
動負債のうち未払金が29,366千円増加し、顧客預り勘定が148,625千円減少したこと、そして、ポイント
引当金として11,468千円計上したためであります。 
 純資産額は、前事業年度末と比べ、197,369千円減少し、3,086,338千円となりました。これは主に、配
当金の支払いや四半期純損失等により利益剰余金が197,175千円減少したためであります。 
②キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の四半期末残高は、前

事業年度末と比較して、199,162千円の減少となり、残高は1,022,542千円となりました。当第２四半期累
計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、第１四半期会計期間に引き続き、お客様の取引状況に徐々に回

復の兆しが表れつつあるものの、本格的な回復とまでは至らなかったこと等により、税引前四半期純損失
を200,737千円計上したこと、減価償却費を42,692千円、本社移転に伴い固定資産臨時償却費を48,808千
円計上したこと、また、前払費用が37,226千円、未払金が23,426千円増加したこと、さらに、法人税の還
付額が56,753千円であったこと等により、23,511千円の減少となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、本社移転及び設備投資等に伴う有形固定資産の取得並びに無形
固定資産の取得にそれぞれ41,176千円、65,438千円の支出、そして、新本社に伴い必要な差入保証金の差
入により39,476千円の支出が発生したこと等により、146,127千円の減少となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額25,386千円、自己株式の取得による4,061千円

の支出等により、29,448千円の減少となりました。 
  

  

当社は金融商品取引業（外国為替証拠金取引）を営んでおり、当社の業績は外国為替市場や株式市場等
の相場動向や市場流動性等のマーケット環境並びに国内外の経済環境に大きく左右されます。これらの要
因及び複合的な影響等について正確な予測を行うことは、外国為替相場や株式相場を予測するのと同様に
極めて困難であります。また、外国為替証拠金取引は、近年、広く投資家への認知度が高まってきたこと
により、外国為替市場自体へのインパクトも大きくなってきており、その時々のマーケット状況を的確に
把握することも、やはり困難であります。 
以上のような理由から、当社では前事業年度より業績予想についての開示を取り止めております。 
そのため、業績予想の開示に代わる代替手段として、月次ベースで顧客口座数、預り資産残高及び営業

収益について、TDnet（適時開示情報伝達システム）を通じて開示を行っております。 
  

  

該当事項はありません。 
  

前事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  

  

当社は、当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）よりお客様向け
ポイントプログラムをスタートいたしました。そのため、当第２四半期累計期間よりお客様の利用実
績に基づき将来利用すると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上しております。これによ
り、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失がそれぞれ11,468千円増加
しております。 

  

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

※追加情報
ポイント引当金
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,423,191 2,640,945

分別管理信託 8,863,778 8,996,339

前払費用 57,861 20,635

繰延税金資産 26,175 －

その他 28,582 58,039

流動資産合計 11,399,589 11,715,959

固定資産   

有形固定資産 190,040 206,466

無形固定資産 169,245 132,669

投資その他の資産   

投資有価証券 123,138 125,921

長期前払費用 389 643

差入保証金 68,035 77,960

繰延税金資産 15,840 14,886

その他 354 318

投資損失引当金 △8,754 △7,627

投資その他の資産合計 199,004 212,103

固定資産合計 558,290 551,239

資産合計 11,957,880 12,267,198
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 122,184 92,817

未払法人税等 4,216 4,166

顧客預り勘定 8,726,738 8,875,364

繰延税金負債 － 2,563

ポイント引当金 11,468 －

その他 6,933 8,578

流動負債合計 8,871,541 8,983,490

負債合計 8,871,541 8,983,490

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,224,005 1,224,005

資本剰余金   

資本準備金 1,129,005 1,129,005

資本剰余金合計 1,129,005 1,129,005

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 873,890 1,071,066

利益剰余金合計 873,890 1,071,066

自己株式 △151,570 △147,548

株主資本合計 3,075,330 3,276,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,599 △1,879

評価・換算差額等合計 △4,599 △1,879

新株予約権 15,608 9,058

純資産合計 3,086,338 3,283,708

負債純資産合計 11,957,880 12,267,198
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

トレーディング損益 816,056 535,768

営業収益計 816,056 535,768

営業費用   

販売費及び一般管理費合計 651,387 640,754

営業利益又は営業損失（△） 164,669 △104,985

営業外収益   

受取利息 8,171 4,663

法人税等還付加算金 － 1,547

その他 5 21

営業外収益合計 8,176 6,232

営業外費用   

支払利息 － 187

投資損失引当金繰入額 － 1,126

その他 848 44

営業外費用合計 848 1,358

経常利益又は経常損失（△） 171,998 △100,111

特別損失   

固定資産除却損 － 774

固定資産臨時償却費 － 48,808

本社移転費用 － 51,042

特別損失合計 － 100,625

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 171,998 △200,737

法人税、住民税及び事業税 65,224 680

法人税等調整額 6,689 △29,631

法人税等合計 71,913 △28,951

四半期純利益又は四半期純損失（△） 100,084 △171,785

                  

㈱マネースクウェア・ジャパン（8728）平成22年３月期第２四半期決算短信（非連結）

－ 7 －



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

トレーディング損益 467,154 290,410

営業収益計 467,154 290,410

営業費用   

販売費及び一般管理費合計 320,878 327,242

営業利益又は営業損失（△） 146,276 △36,832

営業外収益   

受取利息 5,092 2,369

法人税等還付加算金 － 1,547

その他 5 21

営業外収益合計 5,097 3,938

営業外費用   

支払利息 － 187

投資損失引当金繰入額 － 1,126

その他 848 25

営業外費用合計 848 1,339

経常利益又は経常損失（△） 150,525 △34,232

特別損失   

固定資産除却損 － 774

本社移転費用 － 2,479

特別損失合計 － 3,253

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 150,525 △37,486

法人税、住民税及び事業税 64,884 340

法人税等調整額 △2,583 35,770

法人税等合計 62,300 36,110

四半期純利益又は四半期純損失（△） 88,224 △73,597
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

171,998 △200,737

減価償却費 37,619 42,692

固定資産除却損 － 774

固定資産臨時償却費 － 48,808

株式報酬費用 2,294 6,549

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 1,126

受取利息 △8,171 △4,663

支払利息 － 187

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 11,468

為替差損益（△は益） △124 75

分別管理信託の増減額（△は増加） △1,611,438 151,152

前払費用の増減額（△は増加） 5,069 △37,226

未払金の増減額（△は減少） 14,148 23,426

顧客預り勘定の増減額（△は減少） 1,604,404 △148,625

その他 △12,171 21,668

小計 203,629 △83,322

利息の受取額 7,072 4,907

利息の支払額 － △187

法人税等の支払額 △169,111 △1,661

法人税等の還付額 － 56,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,590 △23,511

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1,500,000

定期預金の払戻による収入 － 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △16,019 △41,176

無形固定資産の取得による支出 △62,244 △65,438

差入保証金の差入による支出 － △39,476

差入保証金の回収による収入 1,192 －

その他 △36 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,107 △146,127

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 － 100,000

短期借入金の返済による支出 － △100,000

配当金の支払額 △134,584 △25,386

自己株式の取得による支出 △130,301 △4,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,885 △29,448

現金及び現金同等物に係る換算差額 124 △75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △300,278 △199,162

現金及び現金同等物の期首残高 1,662,390 1,221,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,362,111 1,022,542
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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