
平成22年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成22年1月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 マネースクウェア・ジャパン 上場取引所 大 

コード番号 8728 URL http://www.m2j.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山本 久敏

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役副社長 （氏名） 相葉 斉 TEL 03-5524-8880
四半期報告書提出予定日 平成22年2月15日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 849 △28.6 △190 ― △186 ― △263 ―

21年3月期第3四半期 1,189 ― 161 ― 172 ― 96 ―

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3四半期 △5,217.47 ―

21年3月期第3四半期 1,815.79 1,762.62

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3四半期 12,920 2,994 23.0 59,360.50
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3四半期  2,975百万円 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3四半期 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3四半期  4,472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3四半期 50,564株 21年3月期第3四半期 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３四半期におけるわが国経済は、緩やかな景気の回復基調と二番底懸念が表裏一体に存在している
かのような状況で、海外景気の下振れ懸念、雇用情勢の更なる悪化等により、第２四半期同様、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、10月の米ドル／円相場においては、米ドルから新興国・資源国通貨へ

の資金シフト加速を背景に、一時88円台前半まで円高が進行すると、ＦＲＢ議長による先行き低金利是正
への言及、ＦＲＢによる景気判断上方修正に加え、日本での財政規律喪失懸念等の円安材料が相次いだこ
とから投機筋による円買いポジション解消の動きが活発化し、月後半には一時92円台前半まで円安が進行
いたしましたが、その後の低調な米景気指標を契機とした株安、それに伴うリスク資産圧縮の動き等か
ら、月末には89円台後半まで円高が進みました。 
11月に入ると、良好な米景気指標を受け91円台半ばまで円安に推移いたしましたが、ＦＯＭＣによる低

金利長期化表明から米ドルジリ安の展開に変わると、月末にかけてドバイ政府系持株会社ドバイ・ワール
ドの債務支払猶予要請に起因する欧米での金融不安再燃懸念の浮上からリスク回避の円買いが活発化、一
時平成７年以来となる84円台後半まで円高が加速いたしました。 
12月は、予想以上の改善をみせた米雇用統計を受けて90円台後半まで円安が進行するものの、超低金利

の長期化を改めて表明したＦＲＢ議長の発言等を受け、87円台半ばへと円高に進行いたしましたが、良好
な米景気指標が相次ぐなか、雇用改善に言及したＦＯＭＣ声明、米国での利上げ前倒し観測、日本国内に
おける超低金利長期化観測に加え、年末を控えた海外機関投資家等による自国への資金回避の動き等もあ
り、年末には92円台後半を突き抜けるような円安が進行し、高値水準を維持したまま第３四半期末を迎え
ました。 
米ドル／円以外に目を向けますと、ユーロ／円は、第３四半期のスタートこそ株安の影響で129円台前

半まで円高に推移いたしましたが、景気回復期待を背景に株価が上昇すると138円台半ばまで円安に推移
し、その後、世界的な株高を背景に134円台を中心にユーロが底堅く推移いたしました。しかし、ドバイ
ショックを契機に126円台後半まで円高に急加速したものの、日銀による新規資金供給策導入や国内ＧＤ
Ｐ大幅下方修正観測から一転して、一時134円台半ばまで急激な円安へと推移いたしましたが、ギリシャ
国債格下げを契機とするユーロ急落、さらにオーストリアでの一部銀行国有化等金融不安再燃懸念から再
度127円台前半まで円高が加速したものの、日本国内における超低金利長期化観測からさらに一転する
と、年末にかけては133円台半ばまで円安に推移いたしました。 
このような状況の下、当社においては、10月より開始したテレビＣＭが当社の認知度向上に貢献し、当

社ホームページ全体の閲覧件数、訪問者数、訪問回数、さらには、お客さま向けマイページの閲覧件数、
訪問者数等が大幅に増加いたしました。それに伴い、お客さま口座数は前年同期末の12,402口座から
18,599口座（前年同期末比50.0％増）へと拡大いたしました。しかし、業績面に関しては、お客さまの取
引状況に回復の兆しが見られたものの、前年同期の水準までに回復するには至らず、営業収益は849,341
千円（前年同期比28.6％減）となりました。営業費用は引き続き経費抑制に努めましたが、テレビＣＭに
係る費用等の負担が影響し、1,039,387千円（前年同期比1.1％増）となり、営業損失は190,045千円（前
年同期は営業利益161,331千円）となりました。経常損失は、営業外収益に8,069千円、営業外費用に
4,595千円計上した結果、186,571千円（前年同期は経常利益172,181千円）となりました。また、平成21
年９月21日に行った本社移転に伴うものを主な要因として、固定資産除却損998千円、固定資産臨時償却
費48,808千円、本社移転費用51,042千円、さらに有価証券評価損4,130千円を特別損失として計上した結
果、四半期純損失は263,815千円（前年同期は四半期純利益96,460千円）となりました。 
なお、平成22年３月期第１四半期及び第２四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）及び第２四半期決算短信（平成21年10月30日開
示）をそれぞれご参照下さい。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
前事業年度末から当第３四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、652,956千円増加し、12,920,154千円となりました。これは主に、流動資産の
うち現金及び預金が391,502千円減少したものの、分別管理信託が1,032,636千円増加したためでありま
す。 
負債総額は、前事業年度末と比べ、942,659千円増加し、9,926,149千円となりました。これは主に、流

動負債のうち、未払金が11,296千円、顧客預り勘定が917,698千円増加したこと、そしてポイント引当金
として18,235千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、289,702千円減少し、2,994,005千円となりました。これは主に、配

当金の支払いや四半期純損失等による利益剰余金の減少と、自己株式の取得を実施したためであります。

・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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②キャッシュ・フローの状況 
当第３四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、277,689千円の減少となり、残高は944,015千円となりました。当第３四半期累計
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、お客さまの取引状況が回復しつつあるものの、テレビＣＭ開始

に伴うコスト増、さらには主に本社移転等に伴う特別損失の計上等が影響し、税引前四半期純損失を
291,551千円計上したこと、減価償却費を67,285千円、本社移転に伴う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26,081千円、未払金が20,221千円、ポイント引当金が18,235千円増加し
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、71,284千円の減少となりました。
（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59,409千円、69,642千円の支出、また新本社に伴い必要な差入保証金の差入に
よる39,476千円の支出等により168,612千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12,348千円

の支出等により、37,735千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、第１四半期会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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、第１四半期会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３四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18,235千円増加してお
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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,249,443 2,640,945

分別管理信託 10,028,976 8,996,339

前払費用 46,716 20,635

繰延税金資産 24,651 －

その他 31,411 58,039

流動資産合計 12,381,199 11,715,959

固定資産   

有形固定資産 179,880 206,466

無形固定資産 162,159 132,669

投資その他の資産   

投資有価証券 124,960 125,921

長期前払費用 295 643

差入保証金 68,035 77,960

繰延税金資産 15,138 14,886

その他 401 318

投資損失引当金 △11,915 △7,627

投資その他の資産合計 196,916 212,103

固定資産合計 538,955 551,239

資産合計 12,920,154 12,267,198

㈱マネースクウェア・ジャパン（8728）平成22年３月期第３四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 104,113 92,817

未払法人税等 2,270 4,166

顧客預り勘定 9,793,063 8,875,364

繰延税金負債 － 2,563

ポイント引当金 18,235 －

その他 8,466 8,578

流動負債合計 9,926,149 8,983,490

負債合計 9,926,149 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 781,860 1,071,066

利益剰余金合計 781,860 1,071,066

自己株式 △159,782 △147,548

株主資本合計 2,975,088 3,276,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,879

評価・換算差額等合計 － △1,879

新株予約権 18,916 9,058

純資産合計 2,994,005 3,283,708

負債純資産合計 12,920,154 12,267,198
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

トレーディング損益 1,189,091 849,341

営業収益計 1,189,091 849,341

営業費用   

販売費及び一般管理費合計 1,027,760 1,039,387

営業利益又は営業損失（△） 161,331 △190,045

営業外収益   

受取利息 11,328 6,290

法人税等還付加算金 － 1,547

その他 412 232

営業外収益合計 11,740 8,069

営業外費用   

支払利息 － 187

投資損失引当金繰入額 － 4,288

その他 890 119

営業外費用合計 890 4,595

経常利益又は経常損失（△） 172,181 △186,571

特別損失   

固定資産除却損 － 998

固定資産臨時償却費 － 48,808

投資有価証券評価損 － 4,130

本社移転費用 － 51,042

特別損失合計 － 104,979

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 172,181 △291,551

法人税、住民税及び事業税 63,294 1,020

法人税等調整額 12,425 △28,755

法人税等合計 75,720 △27,735

四半期純利益又は四半期純損失（△） 96,460 △263,815
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

トレーディング損益 373,034 313,572

営業収益計 373,034 313,572

営業費用   

販売費及び一般管理費合計 376,373 398,632

営業損失（△） △3,338 △85,059

営業外収益   

受取利息 3,156 1,626

その他 406 210

営業外収益合計 3,563 1,837

営業外費用   

投資損失引当金繰入額 － 3,161

その他 42 75

営業外費用合計 42 3,236

経常利益又は経常損失（△） 182 △86,459

特別損失   

固定資産除却損 － 224

投資有価証券評価損 － 4,130

特別損失合計 － 4,354

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 182 △90,814

法人税、住民税及び事業税 △1,929 340

法人税等調整額 5,736 875

法人税等合計 3,806 1,215

四半期純損失（△） △3,623 △92,029
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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
（△）

172,181 △291,551

減価償却費 61,348 67,285

固定資産除却損 － 998

固定資産臨時償却費 － 48,808

株式報酬費用 5,737 9,857

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,130

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 4,288

受取利息 △11,328 △6,290

支払利息 － 187

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 18,235

為替差損益（△は益） △54 57

分別管理信託の増減額（△は増加） 1,891,992 △918,824

前払費用の増減額（△は増加） △2,283 △26,081

未払金の増減額（△は減少） 66,135 20,221

顧客預り勘定の増減額（△は減少） △1,886,920 917,698

その他 2,383 20,559

小計 299,191 △130,417

利息の受取額 7,072 4,908

利息の支払額 － △187

法人税等の支払額 △232,708 △2,341

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 73,556 △71,284

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 △21,878 △59,409

無形固定資産の取得による支出 △65,156 △69,642

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 △54 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,897 △168,612

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 △134,981 △25,386

自己株式の取得による支出 △130,301 △12,348

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,282 △37,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 54 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △277,569 △277,689

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 1,384,821 944,015
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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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