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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 4,501 △20.4 4,448 △20.7 △368 ― △419 ― △610 ―
21年3月期第3四半期 5,653 ― 5,610 ― 1,239 ― 1,250 ― 597 ―

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 △84.99 ―
21年3月期第3四半期 8.28 ―

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 39,283 4,953 12.6 710.72
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3四半期  4,953百万円 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3四半期 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3四半期  380,278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3四半期 7,181,558株 21年3月期第3四半期 72,198,879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３四半期連結累計期間のわが国経済は、経済政策や新興国向けの輸出により、大手製造業の

企業収益は回復傾向にありますが、中小製造業、非製造業の足取りは重く、円高とデフレ傾向が進

む中で、景気の二番底リスクも意識されはじめております。 

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、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ことや、投資家に信頼性の高さを訴求したこ

とが功を奏し、新規口座開設数は高水準で推移しました。しかしながら、外国為替市場では一時的

に相場が動く局面はあるものの総じて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３四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27億66百万円（前年同期比36.6％減）となりました。 

また、有価証券関連事業は、10,000円台を回復した日経平均株価の流れを受けて取引高が大幅に

増加し、当第３四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17億25百万円（前年同

期比38.2％増）となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結営業収益は、45億１百万円（前年同期比20.4％

減）となりました。 

一方、連結営業費用は、連結子会社のひまわり証券株式会社及びFX ZERO株式会社においてプロ

モーションの見直しなどコストの圧縮に努めておりますが、取引システム増強等により電算機費及

び減価償却費が増加したほか、将来の収益源として期待する新規事業の強化のための人材採用に伴

う人件費増加などにより、当第３四半期連結累計期間の連結営業費用は48億17百万円（前年同期比

10.2％増）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結営業損益は３億68百万円の損失（前年同期は12億

39百万円の利益）、連結経常損益は４億19百万円の損失（前年同期は12億50百万円の利益）となり

ました。 

また、当第３四半期連結決算において特別利益として持分変動利益15百万円を計上いたしました

が、第２四半期連結決算において計上いたしました貸倒引当金繰入額や持分法による投資損失など

の特別損失により、連結四半期純損益は６億10百万円の損失（前年同期は５億97百万円の利益）と

なりました。 

なお、営業開始２年目となるFX ZERO株式会社においては、創業から間もないこともあって上半

期に約１億12百万円程度の営業赤字を計上しておりましたが、顧客数の増加等に伴い採算性は改善

傾向にあり、当第３四半期（10－12月）についてはその赤字幅が９百万円程度にまで改善してきて

おります。また、ディーリング業務を行っていた連結子会社ひまわりインベストメント株式会社は

当期において営業赤字となっておりますが、平成21年10月末をもってディーリング業務を廃止し、

今後は連結業績への影響は限定的となります。さらに、持分法適用関連会社であった21世紀アセッ

トマネジメント株式会社の業績不振により、上半期において持分法投資損失69百万円を営業外費用

に計上する結果となっておりましたが、当社が保有する同社株式の持分比率の低下により当第３四

半期から同社は持分法の範囲から除外されており、当第３四半期以降については当社連結業績に対

する影響はありません。 

このように、当第３四半期において連結業績の下ぶれ要因が解消されてきたことやグループ各社

においてコスト削減に取り組んだ結果、平成21年12月の単月ベースでは連結営業損益・連結経常損

益の黒字を確保しております。同時に、ひまわり証券株式会社においては、韓国ＦＸ業者との提携

や他の証券会社からの取次ぎ注文の受託など新たな収益源となる新規事業の推進や、新たな顧客層

を取り込むための高度な取引ツールの導入など取引拡大を図る各種の施策にも取り組み、収益拡大

に努めております。 

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３四半期連結累計期間の外国為替市場は、一時的に相場が動く局面はあるものの総じてボラ

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＝92円10銭で当第３四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。 

こうした事業環境の中、ひまわり証券株式会社及びFX ZERO株式会社では、ともに競争力を高め
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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３四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

27億67百万円（前年同期比36.6％減）となりました。 

なお、ひまわり証券株式会社ではＦＸの取引ツールに関して、従来のＷｅｂ型に加え、平成21年

10月にインストール型のリッチクライアント・システムを追加し、さらに、第４四半期にはアクテ

ィブトレーダー向けに特化した新しい取引システム「ディールＦＸ」をリリースいたします。「デ

ィールＦＸ」は、 低０ポイントからという低スプレッドと高約定率を両立させた取引システムで

あり、従来の取引ツールでは飽きたらずより高度な取引ツールを待望していたＦＸ投資家層を取り

込めるものと考えており、顧客の拡大と取引の活性化、ひいては収益拡大に寄与するものと考えて

おります。また、今後成長が見込める韓国のＦＸ業者との提携にも引き続き注力してまいります。 

 

（有価証券関連事業） 

当第３四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、10,546円44銭で当第３四

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、ボラティリティの高い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３四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17億25百万円（前年同期比

38.2％増）となりました。 

なお、平成21年11月には他の証券会社の取引注文を受注する取次ぎ母店業務を開始いたしました。

今後、金融商品仲介業者を通じた取引の受託も手がける予定であり、独自の顧客基盤を持つこれら

の業者との提携により、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） 

当第３四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８百万円（前年同期

比78.6％減）となりました。なお、自己ディーリング業務を行っておりましたひまわりインベスト

メント株式会社は、ディーリング成績が振るわず営業赤字が継続している現状を鑑み、平成21年10

月末をもちましてディーリング業務から撤退いたしました。 

 

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３四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ29億73百万円増加し392億83百万円と

なりました。これは主に現金及び預金が８億86百万円、外国為替勘定が７億16百万円それぞれ減少

したものの、預託金が29億84百万円、短期差入保証金が14億75百万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38億24百万円増加し343億30百万円となりました。これは主に、受入

保証金が９億１百万円、外国為替受入証拠金が26億44百万円、短期借入金が４億50百万円それぞれ

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８億50百万円減少し49億53百万円となりました。これは主に剰余金の配

当１億44百万円の実施、及び四半期純損失６億10百万円を計上したことにより利益剰余金が７億54

百万円減少したほか、自己株式の取得を実施したためであります。なお、当第３四半期連結会計期

間末の自己資本比率は12.6％となっております。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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△６億３百万円（前年同期

は14億87百万円）、投資活動によるキャッシュ・フローは△４億71百万円（前年同期は△５億18百

万円）、財務活動によるキャッシュ・フローは１億17百万円（前年同期は△９億44百万円）となり

ました。その結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は期首より９億50百万円減

少し、19億40百万円となりました。 

当第３四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。 
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① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四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、△６億３百万円となり

ました。主な増加項目は、外国為替受入証拠金の増加26億44百万円、受入保証金の増加９億１

百万円、預り金の増加24百万円及び外国為替勘定の減少７億16百万円であります。一方、主な

減少項目は、税金等調整前四半期純損失６億48百万円の計上、短期差入保証金の増加14億75百

万円、外国為替取引顧客分別金信託（預託金）の増加28億86百万円、支払差金勘定の増加89百

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、有形固定資産及び無形固定資産の取得などにより△

４億71百万円となりました。 

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、自己株式の取得及びリース債

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１億17百万円となりました。 

 

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及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３四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45億１百万円

のうち受入手数料が14億77百万円（営業収益に対する構成比32.8％）、トレーディング損益が28億

18百万円（同62.6％）、合計で42億96百万円（同95.5％）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。したがいまして、当社は通常の業績予想を開示しておりま

せん。四半期及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３四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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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・預金 2,004,437 2,890,743

預託金 17,920,985 14,936,600

信用取引資産 1,003,370 915,495

短期差入保証金 13,353,820 11,877,897

支払差金勘定 303,473 213,497

立替金 2,113 712

外国為替勘定 2,402,213 3,118,953

繰延税金資産 205,640 88,358

その他の流動資産 442,437 394,184

貸倒引当金 △20,483 △21,901

流動資産計 37,618,009 34,414,539

固定資産   

有形固定資産   

建物 78,520 31,301

器具及び備品（純額） 254,658 165,387

リース資産（純額） 21,411 13,884

有形固定資産合計 354,590 210,572

無形固定資産   

リース資産 436,370 440,849

その他 326,247 337,080

無形固定資産合計 762,618 777,930

投資その他の資産   

投資有価証券 85,879 250,699

長期未収債権 227,881 236,399

繰延税金資産 40,482 119,250

その他 690,652 683,295

貸倒引当金 △496,357 △382,732

投資その他の資産合計 548,538 906,911

固定資産計 1,665,746 1,895,414

資産合計 39,283,756 36,309,954
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,003,370 915,495

預り金 714,872 690,342

受入保証金 12,112,982 11,211,801

外国為替受入証拠金 18,401,018 15,756,113

短期借入金 950,000 500,000

リース債務 125,935 103,287

未払法人税等 5,977 147,426

賞与引当金 11,084 127,280

その他の流動負債 184,183 207,480

流動負債計 33,509,423 29,659,227

固定負債   

リース債務 373,116 385,174

退職給付引当金 388,171 412,572

固定負債計 761,288 797,746

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 59,502 49,213

特別法上の準備金計 59,502 49,213

負債合計 34,330,214 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 944,590 1,699,369

自己株式 △194,643 △96,123

株主資本合計 4,950,366 5,803,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,175 100

評価・換算差額等合計 3,175 100

純資産合計 4,953,542 5,803,766

負債・純資産合計 39,283,756 36,309,954
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

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

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

営業収益   

受入手数料 1,023,482 1,477,745

トレーディング損益 4,425,743 2,818,970

金融収益 38,074 34,180

その他 166,509 170,121

営業収益計 5,653,810 4,501,018

金融費用 42,989 52,031

純営業収益 5,610,820 4,448,986

販売費・一般管理費   

取引関係費 1,126,850 1,198,252

人件費 1,116,859 1,266,412

不動産関係費 197,391 164,680

事務費 93,383 121,976

電算機費 1,134,090 1,299,620

減価償却費 222,448 369,815

租税公課 43,852 14,609

貸倒引当金繰入れ 63,594 －

その他 373,197 382,227

販売費・一般管理費計 4,371,668 4,817,595

営業利益又は営業損失（△） 1,239,151 △368,608

営業外収益   

受取利息 71,241 14,003

その他 13,506 5,662

営業外収益計 84,747 19,666

営業外費用   

持分法による投資損失 68,363 69,006

その他 5,107 1,531

営業外費用計 73,470 70,537

経常利益又は経常損失（△） 1,250,428 △419,479
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(単位：千円)

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

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

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,501

受取保険金 26,000 －

関係会社清算益 － 1,212

ゴルフ会員権売却益 － 45

持分変動利益 － 15,145

その他 2,478 －

特別利益計 28,478 18,904

特別損失   

金融商品取引責任準備金繰入れ 8,032 10,288

貸倒引当金繰入額 － 112,056

役員退職慰労金 16,000 －

投資有価証券評価損 13,441 －

関係会社株式評価損 311,310 －

リース解約損 59,414 －

持分法による投資損失 － 117,416

年金基金特別掛金 22,116 －

その他 4,632 8,623

特別損失計 434,948 248,385

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（△）

843,959 △648,960

法人税、住民税及び事業税 202,783 2,005

法人税等調整額 43,501 △40,581

法人税等合計 246,284 △38,575

四半期純利益又は四半期純損失（△） 597,674 △610,384
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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（△）

843,959 △648,960

減価償却費 222,448 369,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63,594 112,056

賞与引当金の増減額（△は減少） △87,376 △116,196

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,699 △24,400

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 8,032 10,288

受取利息及び受取配当金 △71,734 △14,082

支払利息 19,087 31,622

為替差損益（△は益） 77,088 △7,009

投資事業組合運用損益（△は益） △1,255 －

持分法による投資損益（△は益） 68,363 186,423

持分変動損益（△は益） － △15,145

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） 13,441 －

関係会社株式評価損 311,310 －

預託金の増減額（△は増加） 208 1,791

短期差入保証金の増減額（△は増加） 690,402 △1,475,923

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △280,000 △100,000

外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増
加）

4,359,364 △2,886,176

長期未収債権の増減額（△は増加） △35,742 8,835

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） △3,951,013 2,644,905

外国為替勘定の増減額（△は増加） △110,098 716,739

受入保証金の増減額（△は減少） △462,891 901,180

預り金の増減額（△は減少） △19,389 24,529

支払差金勘定の増減額（△は増加） 25,235 △89,976

その他 △147,372 13,202

小計 1,555,362 △358,983

利息及び配当金の受取額 132,324 24,800

利息の支払額 △19,087 △30,804

法人税等の支払額 △180,905 △238,437

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,487,693 △603,424
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(単位：千円)

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

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

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 － △64,000

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △60,735 △257,869

無形固定資産の取得による支出 △24,043 △84,586

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 4,126 5,248

貸付けによる支出 △243,551 △2,308

貸付金の回収による収入 1,412 2,751

その他 △20,235 △67,213

投資活動によるキャッシュ・フロー △518,027 △471,477

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 32,556,389 33,540,892

短期借入金の返済による支出 △33,356,389 △33,090,892

自己株式の取得による支出 △38 △98,758

自己株式の処分による収入 － 0

リース債務の返済による支出 － △89,690

配当金の支払額 △144,398 △143,965

財務活動によるキャッシュ・フロー △944,436 117,586

現金及び現金同等物に係る換算差額 △77,088 7,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,858 △950,306

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 3,828,714 1,940,437
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 
4,363,775 1,249,122 40,912 5,653,810 － 5,653,810

(2)セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高 
－ 139 － 139 (139) －

計 4,363,775 1,249,262 40,912 5,653,949 (139) 5,653,810

営業利益又は営業損失
(△) 

2,196,814 △462,603 △75,199 1,659,011 (419,859) 1,239,151

(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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
2,766,933 1,725,320 8,764 4,501,018 － 4,501,018

(2)セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高 
－ 614 － 614 (614) －

計 2,766,933 1,725,934 8,764 4,501,632 (614) 4,501,018

営業利益又は営業損失
(△) 

221,106 △116,546 △77,252 27,306 (395,915) △368,608

(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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 
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