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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） 

（注）当社は、平成21年３月期第２四半期より四半期決算短信の開示を始めたため、21年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載していませ
ん。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

22年3月期第2四半期 1,836 △40.3 △6 ― △10 ― △10 ―
21年3月期第2四半期 3,074 ― 1,566 ― 1,540 ― 906 ―

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 △1.31 ―
21年3月期第2四半期 127.03 ―

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 17,576 4,793 27.3 577.58
21年3月期 16,557 5,012 30.3 603.89

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,793百万円 21年3月期  5,012百万円

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  
 当社は、後述の「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）」と同様の理由により、配当予想の開示は行っていません。今
後の配当方針に関しては、「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧下さい。 

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00
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  
 当社の主たる事業である外国為替保証金取引（FX）事業の業績は、外国為替市場の動向に大きく影響を受けます。一般的には、外国為替相場の変動率
が高ければ高いほどお客様の取引量が増加する傾向にあり、当社の収益も増加する傾向にあります。外国為替相場は、その時々の政治・経済・社会情勢
や企業の貿易取引の多寡等、複数の要因により変動しますが、それらを予測することは極めて困難であるため、業績予想の開示は行っていません。なお、
当社は、営業収益および営業収益に直結する係数（外国為替保証金取引高、お客様口座数、外国為替保証金取引預り保証金等）を月次で開示していま
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  

(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５ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 8,300,000株 21年3月期  8,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―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 8,300,000株 21年3月期第2四半期 7,138,798株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社は、第２四半期末および期末を基準日として、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としています。しかしながら、平成22年３月期第２四半
期累計期間の四半期純利益が10百万円の損失となることから、平成22年３月期中間配当は無配とさせていただきます。なお、今後の配当原資確保に向
け、【定性的情報・財務諸表等】3．業績予想に関する定性的情報に記載の対応策を中心に、全社一丸となって実行してまいります。また、通期の配当予想
額につきましては、その決算数値が開示可能となった時点で、速やかに開示します。 
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当第２四半期累計期間の日本経済は、日経平均株価が下げ止まり１万円台を回復するなど、景気底打ち

の機運が感じられたものの、昨年度（平成20年度）から続く世界的な金融危機の影響も残り、また政権交

代による我が国経済への影響を見極めたいとの様子見ムードも強く、株価は上値の重い動きに終始しまし

た。企業収益の悪化や設備投資の減少、雇用情勢の更なる悪化懸念、個人消費の低迷などにより、景気後

退局面を脱するまでには至りませんでした。 

 外国為替市場では、７月初旬に96円台だった米ドル/円相場が、米国の経済指標の悪化が相次ぎ米国の

景気の先行き不透明感が広がる中、７月中旬にかけて91円台に下落しました。その後、８月に発表された

米国雇用統計で失業率の低下が示されたことなどを受けて、一時97円台まで上昇する場面もありました

が、円高容認とも取れる要人発言や米国の低金利政策の長期化観測が台頭したことなどを受け、ドル売

り・円買い意欲が急速に高まり、９月下旬には88円台へ下落し、89円台で期末を迎えました。 

 外国為替保証金取引業界では、低スプレッド(*)による競争が激化しており、各社はスプレッドを縮小

し、お客様の獲得競争を展開しています。一方では、スプレッド縮小による収益率の低下を取引高の増加

で補うため、各社は相次いでキャンペーンを実施し取引の活性化を促しています。 

 (*)スプレッドとは、通貨の売値と買値の差 

  

 このような環境のもと、当社は、よりお取引しやすい環境の提供を基本コンセプトに、「プライムが、

近くなる」プロジェクトを７月より開始しました。同プロジェクトでは、主要通貨のスプレッド縮小の恒

常化、 小売買単位の引き下げ、高機能取引ツール「PrimeNavigator」デモトレード版の開始等により、

お客様サービスの改善に努めました。分析ツール「ぱっと見テクニカル」シリーズの第３弾・売買シグナ

ル機能の追加や、高機能取引ツール「PrimeNavigator」と高スペックチャート「チャートナビプライム」

の機能拡充も合わせて行ない、お客様満足度の一層の向上にも努めました。 

 また、新たなお客様層の開拓を図るべく、リテール・カード会社（ファミマクレジット株式会社、カル

チュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、株式会社ＵＣＳ等）とお客様紹介に関する業務提携等を行な

い、お客様基盤の拡充にも注力しました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間末の外国為替保証金取引の口座数は71,423口座（前事業年度末比

33.7％増）となりました。しかしながら、景気回復への不透明感を背景に、お客様の投資スタンスが慎重

になり、取引の小口化が進み取引高が低迷したことおよびスプレッド縮小により収益率が低下した結果、

当第２四半期累計期間の営業収益は1,836百万円、営業損失は6百万円、経常損失は10百万円、そして四半

期純損失は10百万円となりました。 

  

 当第２四半期累計期間末の総資産は、前事業年度末比1,018百万円増の17,576百万円となりました。

これは主に顧客区分管理信託（保証金分別信託）が1,042百万円、外国為替保証金取引評価勘定が470百

万円増加した一方で、現金及び預金が427百万円減少したこと等により流動資産が1,006百万円増加した

こと、並びにソフトウエアの取得等により固定資産が12百万円増加したことによるものです。 

 負債は、前事業年度末比1,237百万円増の12,782百万円となりました。これは主に外国為替保証金取

引預り保証金が1,196百万円、外国為替取引預り担保金が898百万円増加した一方で、未払法人税等が

【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

(1) 資産・負債および純資産の状況
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713百万円、設備関係未払金が111百万円減少したこと等によるものです。 

 純資産は、剰余金の配当207百万円および四半期純損失10百万円により利益剰余金が減少したため、

前事業年度末比218百万円減の4,793百万円となりました。 

  

 当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ427百万円減少し2,549

百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とその増減要因は、次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、外国為替保証金取引預り保証金の

増加による収入1,196百万円、外国為替取引預り担保金の増加による収入898百万円等の一方で、顧客

区分管理信託（保証金分別信託）の増加による支出1,042百万円、法人税等の支払713百万円等によ

り、40百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出等

により、201百万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） 

 当第２四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払205百万円およびリ

ース債務の返済による支出61百万円により、266百万円の減少となりました。 

  

 当社の主たる事業である外国為替保証金取引（FX）事業の業績は、外国為替市場の動向に大きく影響を

受けます。一般的には、外国為替相場の変動率が高ければ高いほどお客様の取引量が増加する傾向にあ

り、当社の収益も増加する傾向にあります。外国為替相場は、その時々の政治・経済・社会情勢や企業の

貿易取引の多寡等、複数の要因により変動しますが、それらを予測することは極めて困難であるため、業

績予想の開示は行っていません。なお、当社は、営業収益および営業収益に直結する係数（外国為替保証

金取引高、お客様口座数、外国為替保証金取引預り保証金等）を月次で開示しています。 

  

 当第２四半期の外国為替保証金取引業界では、個人投資家の低スプレッド志向が一段と顕著になり、各

社は更にスプレッドを縮小し、お客様獲得競争にしのぎを削りました。当社においても、７月に主要通貨

のスプレッド縮小のキャンペーンを行い、８月以降はその恒常化に踏み切りました。加えて、 小売買単

位の引き下げを行い、これにより、新規のお客様口座数および外国為替の取引高は伸びたものの、総じて

外国為替市場の値動きが低調であったことも影響し、収益性の低下を補うには至らず、営業収益が減少す

る結果となりました。 

  

 このような状況の中、当社は第３四半期以降、リテール・カード会社等の強固なお客様基盤を持つ会社

との業務提携等をさらに進め新たなお客様の獲得に努めるとともに、11月にはモバイル用取引ツール

「PRIMEアプリ」のリリース等により、お客様の利便性向上にも注力していきます。加えて、ASP

（Application Service Provider）による業務提携の拡大、新規商品の導入等収益基盤の拡充にも努めま

す。 

 一方、効果的な広告宣伝、回線の集約化等によるシステム関連費用の削減等、経費の削減にも努め、業

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報
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績回復に向け全社一丸となって取り組んでいきます。 

  

該当事項はありません。 

  
  

前事業年度末において「保証金分別信託」として表示していたお客様からの預り保証金の金銭信託額

は、平成21年８月に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に合

わせて、当第２四半期会計期間末より「顧客区分管理信託」と表示しています。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  
  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円）

当第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 2,549,169 2,976,805

保証金分別信託 － 10,425,865

顧客区分管理信託 11,468,253 －

売掛金 1,550 4,300

前払費用 59,195 117,047

繰延税金資産 124,224 118,336

外国為替保証金取引未収入金 663 689

外国為替取引未収入金 165,518 112,095

外国為替保証金取引評価勘定 1,456,854 986,299

外国為替取引評価勘定 － 43,488

外国為替取引差入担保金 502,846 502,586

その他 30,035 63,988

流動資産合計 16,358,311 15,351,501

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 48,529 50,585

工具、器具及び備品（純額） 5,217 5,851

リース資産（純額） 375,889 394,492

有形固定資産合計 429,635 450,929

無形固定資産   

意匠権 1,638 1,795

ソフトウエア 584,386 546,914

その他 846 369

無形固定資産合計 586,872 549,079

投資その他の資産   

長期前払費用 991 1,567

繰延税金資産 30,520 35,271

敷金及び保証金 169,788 168,788

投資その他の資産合計 201,299 205,626

固定資産合計 1,217,807 1,205,636

資産合計 17,576,118 16,557,137
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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   

外国為替保証金取引未払金 212,336 193,189

外国為替取引未払金 57,072 18,085

未払金 158,294 191,025

未払費用 23,275 10,738

リース債務 128,260 120,233

未払法人税等 4,544 718,341

外国為替保証金取引預り保証金 10,517,088 9,320,574

外国為替取引預り担保金 1,344,654 445,882

預り金 6,008 4,617

賞与引当金 20,532 94,908

役員賞与引当金 － 14,175

外国為替取引評価勘定 33,580 －

設備関係未払金 4,380 115,510

流動負債合計 12,510,029 11,247,282

固定負債   

リース債務 272,178 297,574

固定負債合計 272,178 297,574

負債合計 12,782,208 11,544,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,364,875 1,364,875

資本剰余金   

資本準備金 1,164,875 1,164,875

資本剰余金合計 1,164,875 1,164,875

利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,264,160 2,482,530

利益剰余金合計 2,264,160 2,482,530

株主資本合計 4,793,910 5,012,280

純資産合計 4,793,910 5,012,280

負債純資産合計 17,576,118 16,557,137
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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   

外国為替取引損益 3,021,151 1,815,769

手数料収入 1,105 7

その他 52,464 20,759

営業収益合計 3,074,720 1,836,536

営業費用   

販売費及び一般管理費   

役員報酬 30,310 43,150

役員賞与 5,744 6,015

給料手当及び福利費 176,315 222,743

賞与引当金繰入額 89,966 20,532

役員賞与引当金繰入額 6,775 －

退職給付費用 2,057 13,997

広告宣伝費 325,837 380,880

調査費 25,097 33,880

システム経費 434,859 616,550

支払手数料 87,461 85,015

業務委託費 103,599 80,169

租税公課 79,456 73,046

減価償却費 41,380 136,153

賃借料 40,841 86,669

のれん償却額 7,999 －

その他 50,509 44,037

販売費及び一般管理費合計 1,508,210 1,842,841

営業利益又は営業損失（△） 1,566,510 △6,304

営業外収益   

受取利息 17 0

その他 1 4

営業外収益合計 18 5

営業外費用   

支払利息 848 4,204

株式交付費 15,885 －

株式公開費用 9,490 －

営業外費用合計 26,225 4,204

経常利益又は経常損失（△） 1,540,303 △10,504

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 1,540,303 △10,504

法人税、住民税及び事業税 664,590 1,503

法人税等調整額 △31,164 △1,137

法人税等合計 633,426 366

四半期純利益又は四半期純損失（△） 906,876 △10,870
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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
（△）

1,540,303 △10,504

減価償却費 41,380 136,153

のれん償却額 7,999 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,763 △74,375

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,456 △14,175

受取利息 △17 △0

支払利息 848 4,204

株式交付費 15,885 －

株式公開費用 9,490 －

保証金分別信託の増減額(△は増加) △4,371,619 10,425,865

顧客区分管理信託の増減額(△は増加) － △11,468,253

売掛金の増減額(△は増加) △1,443 2,749

前払費用の増減額（△は増加） 4,859 57,851

外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) 225 25

外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) △691,765 △53,422

外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額
(△は増加)

△568,912 △470,555

外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は
増加)

104,319 43,488

外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） 1,501,686 △260

長期前払費用の増減額（△は増加） △489 576

外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) 119,391 19,146

外国為替取引未払金の増減額(△は減少) 1,404,649 38,987

未払金の増減額（△は減少） △53,019 △64,615

未払費用の増減額（△は減少） 34,345 12,537

外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減
少)

2,445,654 1,196,513

外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) △2,087,623 898,771

預り金の増減額（△は減少） 1,550 1,390

外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は
減少)

－ 33,580

その他 △2,922 43,362

小計 △516,916 759,044

利息及び配当金の受取額 17 0

利息の支払額 △750 △4,202

法人税等の支払額 △626,568 △713,873

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,144,218 40,968

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 △841 －

無形固定資産の取得による支出 △134,691 △200,631

敷金及び保証金の差入による支出 △30,077 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,610 △201,631
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 1,278,750 －

株式交付費の支払額 △5,047 －

株式公開費用の支払額 △8,005 －

リース債務の返済による支出 △7,846 △61,185

配当金の支払額 － △205,787

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,257,851 △266,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,977 △427,636

現金及び現金同等物の期首残高 3,435,558 2,976,805

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,383,580 2,549,169

－10－

ＦＸプライム㈱（8711）平成22年３月期第２四半期決算短信（非連結）



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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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