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

（注）平成21年８月１日付にて、10株を１株とする株式併合を行っております。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年８月１日付にて、10株を１株とする株式併合を行っております。  

(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2四半期 3,049 △18.7 3,015 △19.0 △218 ― △275 ― △496 ―
21年3月期第2四半期 3,751 ― 3,721 ― 959 ― 980 ― 406 ―

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 △68.83 ―
21年3月期第2四半期 5.64 ―

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 40,801 5,166 12.7 715.59
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2四半期  5,166百万円 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、過去の配当実績及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
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 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00
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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成21年８月１日付にて、10株を１株とする株式併合を行っております。 

※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 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 7,350,000株 21年3月期  73,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  130,278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2四半期 7,219,749株 21年3月期第2四半期 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２四半期連結累計期間のわが国経済は、エコカー減税・エコポイントなどの経済政策や新興国向

けの輸出により、大手製造業を中心に在庫調整が解消し一部で増産体制に入っております。しかしなが

ら、中小製造業、非製造業の足取りは重く、企業収益や雇用情勢の悪化が進み、依然として不透明感を

払拭するまでには至っておりません。 

当社グループの主力事業である外国為替取引関連事業につきましては、業者間の競争が激化する中、

競争力強化のため、子会社において各通貨ペアのスプレッドを機動的に縮小したほか、信頼性の高さを

訴求するなど積極的なプロモーションを展開し、新規口座開設数は高水準で推移しました。しかしなが

ら、外国為替市場ではボラティリティの低い相場展開が続き、取引高の伸びがスプレッド縮小に伴う収

益性低下を補うには至らず、当第２四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18億89百

万円（前年同期比35.9％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の好調さに支えられて取引高が大幅に増加し、当第

２四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11億54百万円（前年同期比47.5％増）と

なりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結営業収益は、30億49百万円（前年同期比18.7％減）

となりました。 

一方、連結営業費用は、連結子会社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備えるための取引システム増強等により電算機費および減価償却費が増加した

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、

新規口座の開設の増加に伴いアフィリエイト報酬が増大したため広告宣伝費が高水準となったことなど

から、当第２四半期連結累計期間の連結営業費用は32億33百万円（前年同期比17.1％増）となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結営業損益は２億18百万円の損失（前年同期は９億59百

万円の利益）、連結経常損益は２億75百万円の損失（前年同期は９億80百万円の利益）となりました。

また、当第２四半期連結決算において、特別損失として当社及び連結子会社が有する債権の回収可能性

を保守的に勘案し、貸倒引当金繰入額１億10百万円、並びに関係会社株式に含まれるのれん相当額の減

損処理に伴い持分法による投資損失１億17百万円を計上したため、連結四半期純損益は４億96百万円の

損失（前年同期は４億６百万円の利益）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２四半期連結累計期間の外国為替市場は、総じてボラティリティの低い状態が続き、ドル円相場

は期首の１ドル＝100円前後から、なだらかな円高傾向となり、１ドル＝90円21銭で当第２四半期連結累

計期間を終えております。 

また、ＦＸ投資家の短期売買指向が一層強まる中、各業者ともスプレッドの縮小に動くなど業者間の

競争も激化しております。さらに、本年８月に公布された「金融商品取引業等に関する内閣府令」の改

正により、来年８月から外国為替証拠金取引について段階的にレバレッジ規制が実施されることが決定

しております。 

こうした事業環境の中、連結子会社のひまわり証券株式会社およびFX ZERO株式会社では、ともに競争

力を高めるためスプレッドの機動的な見直しを進めました。また、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。 

この結果、新規口座開設数は高水準で推移したものの、外国為替市場におけるボラティリティの低い

相場展開の影響により取引高の伸びは想定を下回り、スプレッド縮小に伴う収益性の低下をカバーする

には至らず、当第２四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18億89百万円（前年同期

比35.9％減）となりました。 

なお、連結子会社ひまわり証券株式会社では、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年６月に本格的にスタートさせたほか、本年７月に

大阪証券取引所で開設された取引所外国為替証拠金取引市場「大証ＦＸ」の取扱いを開始しております。
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また、来年から段階的に実施されるレバレッジ規制を見据えて、新たな収益源としてＢｔｏＢ取引（業

者間取引）の拡大にも注力しており、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。こうした取り組みが今後の収益に貢献してくるものと考えております。 

 

（有価証券関連事業） 

当第２四半期連結累計期間の証券市場におきましては、日経平均株価が8,000円台からスタートしまし

たが、大手製造業の生産回復などの流れを受け10,000円台を回復し、10,133円23銭で当第２四半期連結

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、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

２四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11億54百万円（前年同期比47.5％増）と

なりました。 

なお、連結子会社ひまわり証券株式会社では、本年８月にこれまで書面での手続きが必須だった証券

口座の開設について、ウェブ・サイト上の手続きのみで完結する仕組みを他の証券会社に先駆けて導入

し、口座開設申込から取引が可能となるまでの待機日数を大幅に短縮しました。これにより、顧客はタ

イムリーに取引を始めることができ、今後の新規口座開設数の増加に貢献するものと考えております。 

加えて、当社グループの特徴を活かし、既存の取扱商品とシナジーのある新商品の開発・販売に一層

注力するため、ファンド事業の専門部署を本年10月に立ち上げました。また、他の証券会社の取引注文

を受注する取次ぎ業務や金融商品仲介業者を通じた取引の受託などのＢｔｏＢ業務を開始する予定であ

ります。これらの新規事業により収益の拡大を図ってまいります。 

 

（ディーリングその他の事業） 

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２四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６百万円（前年同期比71.6％減）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２四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ44億91百万円増加し408億１百万円となりま

した。これは主に現金及び預金が８億87百万円、預託金が６億３百万円、信用取引資産が６億28百万円、

短期差入保証金が24億８百万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51億28百万円増加し356億35百万円となりました。これは主に、信用取引負

債が６億28百万円、受入保証金が19億19百万円、外国為替受入証拠金が15億17百万円、短期借入金が11

億32百万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６億37百万円減少し51億66百万円となりました。これは主に剰余金の配当１

億44百万円の実施、および四半期純損失４億96百万円を計上したことにより利益剰余金が６億41百万円

減少したためであります。なお、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は12.7％となっておりま

す。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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２億80百万円（前年同期比

89.8％増）、投資活動によるキャッシュ・フローは△３億90百万円（前年同期は△２億51百万円）、財

務活動によるキャッシュ・フローは９億29百万円（前年同期は△５億44百万円）となりました。その結

果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は期首より８億23百万円増加し、37億14百万円

となりました。 

当第２四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２四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、２億80百万円となりました。

主な増加項目は、外国為替受入証拠金の増加15億17百万円、受入保証金の増加19億19百万円、預り
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金の増加１億15百万円および支払差金勘定の減少１億45百万円であります。一方、主な減少項目は、

税金等調整前四半期純損失５億14百万円の計上、短期差入保証金の増加24億８百万円、外国為替取

引顧客分別金信託（預託金）の増加４億56百万円、外国為替勘定の増加３億８百万円などでありま

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、有形固定資産および無形固定資産の取得などにより△３

億90百万円となりました。 

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る減少

はあったものの、短期借入金の増加により９億29百万円となりました。 

 

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。 

当第２四半期連結累計期間における連結営業収益の内訳をみましても、連結営業収益30億49百万円のう

ち、受入手数料が９億84百万円（営業収益に対する構成比32.3％）、トレーディング損益が19億26百万円

（同63.2％）、合計で29億10百万円（同95.4％）となっており、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。したがいまして、当社で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２四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２四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 

該当事項はありません。 
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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９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 3,778,234 2,890,743

預託金 15,540,332 14,936,600

信用取引資産 1,543,946 915,495

短期差入保証金 14,286,633 11,877,897

支払差金勘定 68,394 213,497

立替金 3,767 712

外国為替勘定 3,427,921 3,118,953

繰延税金資産 95,907 88,358

その他 290,864 394,184

貸倒引当金 △20,720 △21,901

流動資産合計 39,015,280 34,414,539

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 44,732 31,301

器具及び備品（純額） 277,584 165,387

リース資産（純額） 22,477 13,884

有形固定資産合計 344,794 210,572

無形固定資産   

リース資産 466,186 440,849

その他 339,506 337,080

無形固定資産合計 805,692 777,930

投資その他の資産   

投資有価証券 72,794 250,699

長期未収債権 227,059 236,399

繰延税金資産 127,790 119,250

その他 702,659 683,295

貸倒引当金 △494,607 △382,732

投資その他の資産合計 635,696 906,911

固定資産合計 1,786,183 1,895,414

資産合計 40,801,464 36,309,954
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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９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 1,543,946 915,495

預り金 805,879 690,342

受入保証金 13,131,418 11,211,801

外国為替受入証拠金 17,273,204 15,756,113

短期借入金 1,632,130 500,000

リース債務 124,538 103,287

未払法人税等 9,313 147,426

賞与引当金 42,240 127,280

その他 199,466 207,480

流動負債合計 34,762,137 29,659,227

固定負債   

リース債務 405,187 385,174

退職給付引当金 411,629 412,572

固定負債合計 816,817 797,746

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 56,162 49,213

特別法上の準備金合計 56,162 49,213

負債合計 35,635,117 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 1,058,036 1,699,369

自己株式 △96,143 △96,123

株主資本合計 5,162,312 5,803,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,034 100

評価・換算差額等合計 4,034 100

純資産合計 5,166,347 5,803,766

負債純資産合計 40,801,464 36,309,954
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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）

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

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

営業収益   

受入手数料 656,522 984,223

トレーディング損益 2,965,874 1,926,505

金融収益 28,206 23,259

その他 101,008 115,592

営業収益計 3,751,611 3,049,580

金融費用 29,857 33,980

純営業収益 3,721,753 3,015,599

販売費及び一般管理費   

取引関係費 656,861 797,964

人件費 720,345 842,014

不動産関係費 127,126 104,207

事務費 58,534 80,495

電算機費 754,708 890,747

減価償却費 146,218 243,614

租税公課 32,661 11,342

貸倒引当金繰入額 32,099 －

その他 233,541 263,390

販売費及び一般管理費合計 2,762,097 3,233,777

営業利益又は営業損失（△） 959,656 △218,177

営業外収益   

受取利息 54,699 10,720

受取配当金 493 －

その他 11,213 2,719

営業外収益計 66,406 13,440

営業外費用   

株式交付費 5,097 －

持分法による投資損失 40,231 69,006

その他 － 1,364

営業外費用計 45,329 70,370

経常利益又は経常損失（△） 980,732 △275,107
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（単位：千円）

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

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

特別利益   

受取保険金 26,000 －

投資有価証券売却益 － 2,501

関係会社清算益 － 1,212

ゴルフ会員権売却益 － 45

その他 2,478 －

特別利益計 28,478 3,758

特別損失   

金融商品取引責任準備金繰入れ 5,810 6,948

貸倒引当金繰入額 － 110,538

関係会社株式評価損 311,310 －

投資有価証券評価損 13,018 －

持分法による投資損失 － 117,416

役員退職慰労金 16,000 －

リース解約損 59,414 －

その他 4,626 8,523

特別損失計 410,181 243,427

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（△）

599,030 △514,776

法人税、住民税及び事業税 147,906 901

法人税等調整額 44,169 △18,739

法人税等合計 192,076 △17,838

四半期純利益又は四半期純損失（△） 406,954 △496,937
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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（△）

599,030 △514,776

減価償却費 146,218 243,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,099 110,543

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,982 △85,040

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,871 △943

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 5,810 6,948

受取利息及び受取配当金 △55,192 △10,793

支払利息 － 19,832

為替差損益（△は益） － △3,676

持分法による投資損益（△は益） 40,231 186,423

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,501

投資有価証券評価損益（△は益） 13,018 －

関係会社株式評価損 311,310 －

預託金の増減額（△は増加） △3,750 2,419

短期差入保証金の増減額（△は増加） △4,998,268 △2,408,736

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △230,000 △150,000

外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増
加）

524,614 △456,151

長期未収債権の増減額（△は増加） △10,988 9,611

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） △97,397 1,517,091

外国為替勘定の増減額（△は増加） 1,492,368 △308,968

受入保証金の増減額（△は減少） 2,802,804 1,919,617

預り金の増減額（△は減少） △10,986 115,536

支払差金勘定の増減額（△は増加） △206,536 145,102

その他 △111,580 78,427

小計 176,697 413,585

利息及び配当金の受取額 89,962 18,155

利息の支払額 △12,526 △19,341

法人税等の支払額 △106,210 △131,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,922 280,743
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 －

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 △46,885 △200,325

無形固定資産の取得による支出 △8,173 △67,039

投資有価証券の取得による支出 △275,000 △3,500

投資有価証券の売却による収入 － 4,630

貸付けによる支出 △23,551 △2,308

貸付金の回収による収入 1,020 2,199

その他 1,026 △59,948

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,562 △390,290

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 14,292,182 18,895,811

短期借入金の返済による支出 △14,692,182 △17,763,681

リース債務の返済による支出 － △59,015

自己株式の処分による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △0 △2

配当金の支払額 △144,398 △143,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △544,398 929,361

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,447 3,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △653,485 823,491

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 3,227,087 3,714,234

- 11 -

ひまわりホールディングス㈱（8738） 平成22年３月期 第２四半期決算短信



(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 
2,946,575 782,191 22,843 3,751,611 － 3,751,611

(2)セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高 
－ 104 － 104 (104) －

計 2,946,575 782,296 22,843 3,751,716 (104) 3,751,611

営業利益又は営業損失
(△) 

1,566,020 △261,365 △59,176 1,245,478 (285,822) 959,656

(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 第１四半期連結会計期間より、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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 
1,889,348 1,153,739 6,491 3,049,580 － 3,049,580

(2)セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高 
－ 426 － 426 (426) －

計 1,889,348 1,154,165 6,491 3,050,006 (426) 3,049,580

営業利益又は営業損失
(△) 

202,026 △68,734 △56,521 76,770 (294,947) △218,177

(注) 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 所在地別セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（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。 
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