
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

平成23年３月期の配当予想額は現時点において未定です。  

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

当社の業績は、市況環境の影響を大きく受ける傾向にあるため、翌四半期毎の業績予想を行ってまいります。 

平成23年３月期第２四半期業績予想（平成22年７月１日～平成22年９月30日）については、[添付資料]Ｐ．２【業

績予想】をご覧ください。 
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（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,069  △23.3  1,065  △22.5  190  68.9  201  83.7  198  277.7

22年３月期第１四半期  1,393  △12.1  1,374  △12.1  112 ―  109 ―  52 ― 

  
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 

23年３月期第１四半期  3,094  66 ―――― 

22年３月期第１四半期  819  37 ―――― 

  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 

23年３月期第１四半期  68,630  9,798  14.3  152,832  81

22年３月期  60,600  9,600  15.8  149,741  39

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 9,798百万円 22年３月期 9,600百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期 ――――  0. 00 ――――  0. 00 0.  00

23年３月期 ――――  

23年３月期（予想） 0. 00 ――――  ――――  ―――― 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．６「その他」をご覧ください。） 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

２．平成23年３月期の期末日における配当予想額は現時点で未定であり、今後の業績等を総合的に勘案し見通しが立っ

た時点で開示いたします。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・ 無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 64,114株 22年３月期 64,114株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ ―株 22年３月期 ―株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 64,114株 22年３月期１Ｑ 64,114株
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平成23年３月期の第２四半期業績予想（平成22年７月１日～平成22年９月30日） 

  

  

 当社が行うＦＸ事業は、「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」に基づき、平成22年８月よ

り 大50倍、平成23年８月より 大25倍にレバレッジが制限されることとなります。 

 当社の主力サービスである取引所ＦＸ「くりっく365」は、レバレッジ規制による影響は相対的に小さいと考えており

ますが、店頭ＦＸ「ＦＸ24」においては、出来高の減少を見込んでおります。 

 また、取引所ＦＸ「くりっく365」において、手数料の引き下げ競争の激化、広告宣伝費等の新規口座開設コストの上

昇が続いており、大手証券会社、大手店頭ＦＸ会社の参入により、これらの傾向は一層強まると考えております。 

 以上を踏まえた結果、平成23年３月期第２四半期については、上記の業績を見込んでおります。 

【業績予想】

  （％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（当期） 

純利益 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

 平成23年３月期第２四半期会計期間 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

（平成22年７月１日～平成22年９月30日）  813  △11.9  20 ―  20 ―  20 ―  311  94

 平成23年３月期第２四半期累計期間 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

（平成22年４月１日～平成22年９月30日）  1,882  △18.7  210  316.6  221  344.8  218 ―  3,406  60
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間においては、欧州の財政不安に端を発した金融市場の混乱により、世界的な株安となる一

方、欧州通貨はユーロ各国の財政悪化等による景気回復の遅れが懸念され弱含んで推移しました。わが国経済は、

輸出や生産が持ち直しつつあり、企業収益の改善から設備投資も下げ止まる等、景気は緩やかに回復する傾向が見

られますが、欧州をはじめとする世界景気の先行き懸念、円高やデフレの影響等、依然として不透明な状況にあり

ます。 

外国為替市場においては、４月はドル円相場が90円台で概ね安定した動きとなりました。しかし、５月に入ると

南欧諸国の財政問題を材料に資金がユーロから流出し、リスク回避の動きから資金の受け皿となった円に資金が流

入しました。ドル円は月初の95円近辺から約６ヶ月ぶりの安値となる87円台まで急落し、ユーロ円も一日に10円以

上下落するなど極めて荒い展開となりました。ただ、その後、当第１四半期末に向けては、日経平均が一時9,000

円前後まで下落するなど、円も買いにくい環境となったことから安定した動きを取り戻しました。 

 当社の主力サービスである外国為替証拠金取引（以下、「ＦＸ」という。）事業は、平成22年８月よりレバレッ

ジが 大50倍に制限され、平成23年８月からはレバレッジの上限を 大25倍とする規制（以下、「レバレッジ規

制」という。）が予定されております。このレバレッジ規制は、取引所ＦＸ、店頭ＦＸに一律に適用され、取引所

ＦＸに大手証券会社や大手店頭ＦＸ会社が参入するなど、取引所・店頭の垣根を越えた競争が激化しております。

 こうした中、当社は取引所ＦＸ「くりっく365」の取扱 大手として、お客様の利便性を追求し、ブランドの浸

透を図ってまいりました。また、当社の特徴のひとつである、お客様の取引スタイルやニーズごとにサービスを選

択できる品揃え（取引所ＦＸ「くりっく365」・「大証ＦＸ」、店頭ＦＸ「ＦＸ24」、世界の株価指数や金・原油

などのコモディティを差金決済で取引する「インヴァストＣＦＤ」）により、ネットによるデリバティブハウスと

しての体制を強化してまいりました。 

 その結果、取引所ＦＸ「くりっく365」における平成22年６月末時点の開設口座数は54,426口座、預り証拠金残

高は410億76百万円、全事業合計の預り証拠金は452億42百万円となり、順調な伸びを示しました。  

このような状況のもと、当第１四半期累計期間においては、顧客基盤の拡大や市況の活況等により、取引所ＦＸ

取引の受取手数料は８億90百万円（前年同四半期比110.8％）と順調に推移しましたが、前事業年度において対面

証券事業及び商品先物取引事業より撤退したことによって、これらの事業の営業収益が計上されなくなったこと等

もあり、営業収益は10億69百万円（前年同四半期比76.7％）となり、これから金融費用を差し引いた純営業収益は

10億65百万円（前年同四半期比77.5％）となりました。 

一方、販売費・一般管理費は、事業再編による合理化効果や経費の見直し等による削減努力により、８億74百万

円（前年同四半期比69.3％）となりました結果、営業利益は１億90百万円（前年同四半期比168.9％）、経常利益

は２億１百万円（前年同四半期比183.7％）となりました。 

これに特別利益35百万円と特別損失36百万円を計上した結果、四半期純利益は１億98百万円（前年同四半期比

377.7％）となりました。 

  

主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。 

① 受入手数料 

当第１四半期累計期間の受入手数料の合計は９億22百万円（前年同四半期比84.8％）となりました。内訳は以

下のとおりであります。 

  ・取引所ＦＸ取引手数料           ８億90百万円（同110.8％） 

  ・店頭デリバティブ取引の仲介に係る受取手数料  32百万円（同1,818.8％） 

  

② トレーディング損益 

 当第１四半期累計期間におけるトレーディング損益は、１億36百万円（前年同四半期比51.9％）の利益となり

ました。これは主として店頭ＦＸ取引によるものであります。  

 前年同四半期比が大きく減少した理由は、前年８月に行った対面証券事業の分割に伴い、外債販売によるトレ

ーディング益が発生しなくなった為であります。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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③ 金融収支 

 当第１四半期累計期間における金融収益は、８百万円（前年同四半期比22.4％）となりました。前年同四半期

比が大きく減少した理由は、前年８月に行った対面証券事業の分割に伴い、信用取引収益が発生しなくなった為

であります。一方、金融費用も同様に減少し３百万円（前年同四半期比18.7％）となり、これを差し引いた金融

収支は５百万円（前年同四半期比25.9％）となりました。当第１四半期累計期間での金融収支の主な発生要因は

ＣＦＤ取引によるものであります。 

  

④ 販売費・一般管理費 

 当第１四半期累計期間における販売費・一般管理費は、８億74百万円（前年同期比69.3％）となりました。  

 主な内訳は以下のとおりであります。 

・取引関係費     ４億23百万円（前年同期比100.1％） 

・人件費       １億27百万円（同41.3％）  

・不動産関係費    １億45百万円（同72.9％） 

・事務費         14百万円（同25.0％） 

・減価償却費     １億30百万円（同55.4％） 

・租税公課        10百万円（同66.7％） 

・貸倒引当金繰入れ    15百万円（同166.6％） 

・その他         ７百万円（同61.1％）  

  

⑤ 特別利益 

 当第１四半期累計期間においては35百万円の特別利益を計上しており、その主な内訳は以下のとおりでありま

す。 

 ・システム障害に係る損害賠償受入     25百万円 

 ・金融商品取引責任準備金戻入       ９百万円 

  

⑥ 特別損失  

 当第１四半期累計期間においては36百万円の特別損失を計上しており、その主な内訳は以下のとおりでありま

す。 

 ・システム障害発生による弁済金      25百万円 

 ・譲渡事業データ保管費用         ７百万円 

 ・資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ２百万円 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して80億29百万円増加し、686億30百万円（前事業年

度末比113.3％）となりました。これは、主として短期差入保証金が８億15百万円増加したこと及び外為取引未収

入金が72億35百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、前事業年度末と比較して78億31百万円増加し、588億31百万円（同115.4％）となりました。これは、

顧客からの受入保証金が９億34百万円増加したことに加え、外為取引未払金が70億55百万円増加した一方で、未

払費用が１億40百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、前事業年度末と比較して１億98百万円増加し、97億98百万円（同102.1％）となりました。これ

は主として当第１四半期純利益１億98百万円の計上によるものであります。 
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② キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末残

高に比べ１億76百万円増加し、67億26百万円となりました。当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況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２億14百万円の資金増加（前年同四半期は９億21百万円の増加）となりま

した。この主な増加要因は、税引前四半期純利益２億円及び減価償却費を１億30百万円計上したことに加え、ＦＸ

取引及びＣＦＤ取引に係る資産負債（顧客分別金信託・顧客区分管理信託・受入保証金・短期差入保証金・外為取

引未収入金・外為取引未払金）の差引が37百万円の収入となったこと等によるものであります。一方、主な減少要

因は未払費用の減少による１億41百万円の支出及び未収入金の増加に伴う45百万円の支出等によるものでありま

す。 

  

（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、34百万円の資金減少（前年同四半期は１億16百万円の減少）となりまし

た。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が70百万円あった一方で、本店フロアの一部返却による長期

差入保証金の返還が35百万円あった事等によるものであります。  

  

（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３百万円の資金減少（前年同四半期は４百万円の減少）となりました。こ

れは主にファイナンス・リース債務の返済によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当社の業績は、市況環境の変動を大きく受ける傾向にあるため、通期の業績予想に代えて翌四半期の業績予想を

開示しております。平成23年３月期第２四半期業績予想につきましては、[添付資料]Ｐ．２【業績予想】をご覧く

ださい。  

インヴァスト証券株式会社（8709）平成23年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

-5-



会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準）  

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。これに伴い、営業利益が０百万円、経常利益が０百万円減少し、税引前四半期純利益が２百万円減少し

ております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 1,395 2,026

預託金 8,379 7,691

顧客分別金信託 5,704 4,500

顧客区分管理信託 2,661 3,165

その他の預託金 14 26

トレーディング商品 － 0

商品有価証券等 － 0

短期差入保証金 42,488 41,672

前払費用 147 153

未収入金 66 7,047

外為取引未収入金 14,260 －

未収収益 20 23

その他の流動資産 29 21

貸倒引当金 △17 △12

流動資産計 66,770 58,623

固定資産   

有形固定資産 ※1  151 ※1  151

建物 53 43

器具備品 49 54

土地 12 12

リース資産 36 40

無形固定資産 873 921

のれん 705 781

商標権 3 3

ソフトウエア 141 108

電話加入権 6 6

その他 16 20

投資その他の資産 834 903

投資有価証券 ※2  323 ※2  323

出資金 1 1

長期差入保証金 80 115

長期前払費用 429 462

長期未収入金 50 41

貸倒引当金 △49 △39

固定資産計 1,860 1,976

資産合計 68,630 60,600
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

預り金 8 6

受入保証金 45,242 44,307

未払金 58 6,117

外為取引未払金 13,105 －

未払費用 201 341

未払法人税等 ※3  7 ※3  14

賞与引当金 3 7

リース債務 14 14

流動負債計 58,640 50,809

固定負債   

長期未払金 48 48

リース債務 23 26

繰延税金負債 1 －

資産除去債務 12 －

その他の固定負債 0 0

固定負債計 85 75

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 104 114

特別法上の準備金計 ※4  104 ※4  114

負債合計 58,831 50,999

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,965 5,965

資本剰余金 3,636 4,200

利益剰余金 198 △564

株主資本合計 9,799 9,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

評価・換算差額等合計 △1 △0

純資産合計 9,798 9,600

負債・純資産合計 68,630 60,600
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 1,087 922

委託手数料 200 －

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

48 －

取引所為替証拠金取引に係る受取手数料 － 890

その他 ※1  838 32

トレーディング損益 ※2  263 ※2  136

金融収益 38 8

その他の営業収益 3 0

営業収益計 1,393 1,069

金融費用 18 3

純営業収益 1,374 1,065

販売費・一般管理費   

取引関係費 423 423

人件費 307 127

不動産関係費 199 145

事務費 59 14

減価償却費 ※3  235 ※3  130

租税公課 15 10

その他 22 23

販売費・一般管理費計 1,261 874

営業利益 112 190

営業外収益   

受取配当金 － 6

未払配当金除斥益 － 4

その他 2 1

営業外収益計 2 11

営業外費用   

遊休資産維持管理費 － 0

その他 6 0

営業外費用計 6 1

経常利益 109 201

特別利益   

損害賠償受入 － ※4  25

金融商品取引責任準備金戻入 8 9

特別利益計 8 35
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（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別損失   

商品取引責任準備金繰入額 0 －

固定資産処分損 1 0

減損損失 ※5  41 －

リース解約損 ※6  7 －

保守契約等違約損失 ※7  12 －

システム障害による弁済金 － ※8  25

譲渡事業データ保管費用 － 7

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2

その他 － 0

特別損失計 63 36

税引前四半期純利益 54 200

法人税、住民税及び事業税 ※9  2 ※9  0

法人税等調整額 － 1

法人税等合計 2 2

四半期純利益 52 198
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 54 200

減価償却費 235 130

減損損失 41 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △3

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △8 △9

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 0 －

固定資産処分損益（△は益） 1 0

受取利息及び受取配当金 △9 △14

支払利息 0 3

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △591 △535

顧客区分管理信託の増減額（△は増加） － 633

金融先物取引信託金の増減額（△は増加） △386 －

トレーディング商品の増減額 △0 0

約定見返勘定の増減額（△は増加） 73 －

信用取引資産の増減額（△は増加） △1,095 －

信用取引負債の増減額（△は減少） 1,413 －

立替金の増減額（△は増加） 27 △2

短期差入保証金の増減額（△は増加） △886 △815

預り金の増減額（△は減少） 431 2

受入保証金の増減額（△は減少） 1,426 934

未収入金の増減額（△は増加） － △45

未払金の増減額（△は減少） － 19

外為取引未収入金の増減額（△は増加） － △7,235

外為取引未払金の増減額（△は減少） － 7,055

未払費用の増減額（△は減少） 2 △141

その他 172 14

小計 921 207

利息及び配当金の受取額 8 15

利息の支払額 △0 △2

法人税等の支払額 △7 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 921 214

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △106 △70

長期差入保証金の差入による支出 △23 △0

長期差入保証金の返還による収入 12 35

その他 1 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △116 △34
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（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4 △3

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4 △3

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 809 176

現金及び現金同等物の期首残高 4,039 6,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,848 6,726
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該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社は取扱う金融商品・サービス別の業績管理体制を確立しております。それぞれの金融商品・サービスは、組

織を横断し構成された事業チームによって、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は金融商品・サービス別のセグメントから構成されており、「取引所ＦＸ取引」、「店頭ＦＸ

取引」の２つの事業を報告セグメントとしております。 

 「取引所ＦＸ取引」は、東京金融取引所及び大阪証券取引所で取引する為替証拠金取引（ＦＸ）のサービスを、

オンラインにより顧客に提供しております。「店頭ＦＸ取引」は取引所によらない為替証拠金取引（ＦＸ）のサー

ビスを、オンラインにより顧客に提供しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、差金決済取引（証券・商品ＣＦＤ）

事業を含んでおります。  

   ２．純営業収益の調整額235百万円は報告セグメント事業における取引関係費（取引所清算手数料等）であり、そ

れぞれのセグメントの純営業収益は当該調整額と相殺しております。  

  

（追加情報）  

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
報告セグメント  

その他 合計  調整額  
四半期損益計

算書計上額  取引所ＦＸ取引 店頭ＦＸ取引 計  

純営業収益   656   134   791   38   830   235   1,065

セグメント利益  126   44   170   19   190  ―   190
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 平成22年６月25日開催の定時株主総会決議に基づき、資本剰余金のうち資本準備金564百万円を減少し、その他

資本剰余金に振替えた後、損失の填補に充当しております。その結果、当第１四半期会計期間末において前事業年

度末の資本剰余金残高4,200百万円より資本剰余金が564百万円減少し、3,636百万円となっております。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

インヴァスト証券株式会社（8709）平成23年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

-14-



  

  

（７）表示方法の変更

前第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）  

当第１四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

  

―  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

（四半期貸借対照表） 

１． 前第１四半期会計期間において、金融商品取引法第

43条の３に基づく区分管理信託預託額を金銭信託に預

託しておりましたことから当該金銭信託残高を「現

金・預金」に含めて表示しておりましたが、平成22年

２月より信託口座での区分管理が法令により義務付け

られたため、当該金銭信託残高を「顧客区分管理信

託」として表示しております。 

 なお、前第１四半期会計期間に「現金・預金」に含

めた額は28億15百万円であります。 

２． 当社は、事業再編等によりオンライン事業専業会社

として外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）による収益を

柱とする事業構造に変化しており、当該デリバティブ

取引のポジションに係る評価損益の額がより重要性を

増したことから、従来未収入金勘定の中に含まれてお

りました外国為替証拠金取引に係る評価損益及び未収

スワップポイント等について、「外為取引未収入金」

として独立掲記することと致しました。 

   また、同様の理由で未払金勘定の中に含まれており

ました外国為替証拠金取引に係る評価損益及び未払ス

ワップポイント等についても「外為取引未払金」とし

て独立掲記することと致しました。 

なお、前第１四半期会計期間に「未収入金」に含め

た「外為取引未収入金」の額は、65億71百万円であ

り、当第１四半期会計期間の「外為取引未収入金」の

額は142億60百万円であります。 

また、前第１四半期会計期間に「未払金」に含めた

「外為取引未払金」の額は、55億17百万円であり、当

第１四半期会計期間に含めた「外為取引未払金」の額

は131億５百万円であります。 
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前第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）  

当第１四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

  

―  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

（四半期損益計算書） 

 前第１四半期累計期間において、「有価証券関連業経理

の統一に関する規則」に基づき、受入手数料の「その他」

に含めて表示しておりました「取引所為替証拠金取引に係

る受取手数料」について、収益構造の変化により重要性が

増したことから、独立掲記することと致しました。 

 なお、前第１四半期累計期間の同手数料の計上額につき

ましては、「（８）その他注記情報（四半期損益計算書関

係）※１」に表示しております。 

  

（四半期キャッシュ・フロー計算書） 

１． 営業活動によるキャッシュ・フローの「顧客区分管

理信託の増減額」は、平成22年２月より法令によりＦ

Ｘ取引における区分管理所要額の信託口座による保全

が義務付けられたことから、前事業年度の「店頭外国

為替取引信託金の増減額」の表示を改めたものであり

ます。 

２． 当社は、事業再編等によりオンライン事業専業会社

として外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）に係る収益を

柱とする事業構造に変化しており、「未収入金の増減

額」の中に含まれておりました外国為替証拠金取引に

係る評価損益及び未収スワップポイント等の増減額に

ついて、重要性が増したことから当第１四半期累計期

間より、「外為取引未収入金の増減額」として独立掲

記することと致しました。また、同様の理由で「未払

金の増減額」の中に含まれておりました外国為替証拠

金取引に係る評価損益及び未払スワップポイント等の

増減額についても「外為取引未払金の増減額」として

当第１四半期累計期間より独立掲記することと致しま

した。なお、前第１四半期累計期間の「未収入金の増

減額」の中に含まれている「外為取引未収入金の増減

額」は14億15百万円の減少、「未払金の増減額」の中

に含まれている「外為取引未払金の増減額」は13億９

百万円の減少であります。 

３． 「未収入金の増減額」「未払金の増減額」は、いず

れも前第１四半期累計期間は「その他」に含めて表示

しておりましたが、事業構造の転換に伴い業務上の重

要性が相対的に増加したため前第３四半期累計期間よ

り、区分掲記しております。 

なお、前第１四半期累計期間の「その他」に含まれ

ている「未収入金の増減額」は13億41百万円の減少

「未払金の増減額」は12億69百万円の減少でありま

す。 
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（８）その他注記情報

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前事業年度末 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額 

  百万円

建物  98

器具・備品  60

リース資産   32

計  190

  百万円

建物  120

器具・備品  71

リース資産   28

計  220

※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況 

被担保債務 担保に供されている資産

科目 期末残高
(百万円) 

投資有 
価証券 

(百万円) 

計
(百万円) 

短期借入金 ―  316 316

計 ―  316 316

被担保債務 担保に供されている資産

科目
期末残高 
(百万円) 

投資有 
価証券 

(百万円) 

計
(百万円) 

短期借入金 ―  316 316

計 ―  316 316

（注）上記表の金額は、四半期貸借対照表計上額によって

おります。 

（注）上記表の金額は、貸借対照表計上額によっておりま

す。 

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 ※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 

住 民 税 0 百万円 

事 業 税 6  

計 7  

住 民 税 5 百万円 

事 業 税 9  

計 14  

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

    金融商品取引責任準備金  金融商品取引法第46条の５第１項 

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金  金融商品取引法第46条の５第１項 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関３行と当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当第１四半期会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関３行と当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。  

当座貸越極度額 2,667 百万円 

借入実行残高  ―  

差引額  2,667  

当座貸越極度額 2,880 百万円 

借入実行残高  ―  

差引額  2,880  
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当第１四半期会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前事業年度末 
（平成22年３月31日） 

６．偶発債務 

訴訟 

平成20年12月12日、投資事業有限責任組合ＫＳロマ

ン１号及び投資事業有限責任組合ＫＳロマン２号の

いずれか、あるいは両方に投資した者のうち、31名

の投資者から、当社の元使用人と同組合の無限責任

組合員である株式会社ステーシアの行った行為が不

法行為及び両者の共同不法行為にあたり、その行為

によって損害を被ったとして、５億61百万円を求め

る損害賠償請求訴訟が東京地方裁判所に提起されて

おります。 

当社に対しましては、原告が提訴の理由としている

当社の元使用人の行為について、当社に民法第715条

の使用者責任があるとして、連帯して損害賠償する

よう求められております。 

当社はこれに対して本訴状の請求の原因については

正当性がないものとして、現在係争中であり東京地

方裁判所にて口頭弁論が行われておりますが、今後

の結審の時期及びその結果については現時点で予測

することはできません。  

６．偶発債務 

同  左 
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（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

※１．受入手数料 その他の内訳は、次のとおりでありま

す。  

    百万円

取引所為替証拠金取引にかかる受取手数料  803   

商品先物取引にかかる受取手数料  23   

その他  11   

計  838   

  

― 

※２．トレーディング損益の内訳 ※２．トレーディング損益の内訳 

区分 実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円）

計
（百万円）

株券等トレーディング損益  △0  ― △0

債券等・その他のトレーデ
ィング損益  372  △108 263

  債券等トレーディング
損益  151  0 151

  
その他のトレーディン
グ損益  220  △108 112

計  372  △108 263

  

区分
実現損益 

（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

計
（百万円）

債券等トレーディング
損益  △0 ― △0

その他のトレーディン
グ損益  △34  170 136

計  △34  170 136

※３．当第１四半期累計期間に実施した減価償却費は、次

のとおりであります。 

※３．当第１四半期累計期間に実施した減価償却費は、次

のとおりであります。 

    百万円

有形固定資産  39   

無形固定資産  186   

長期前払費用  9   

計  235   

    百万円

有形固定資産  12   

無形固定資産  84   

長期前払費用  32   

計  130   

  

―  

※４．損害賠償受入 

当第１四半期累計期間に発生したシステム障害がシ

ステムベンダーの責に起因するものであり、この障害

に関係して当社が支払った弁済金の額について賠償す

る旨の合意が当該システムベンダーとの間でなされた

ことによるものであります。 
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前第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

※５．減損損失 

 当社は当第１四半期累計期間において以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。  

 当社は、事業用資産については、オンライン事業部

門及び対面営業部門の分類を基礎としつつ、収支把握

単位・経営管理単位を勘案し、グルーピングを行って

おります。また賃貸用不動産、遊休資産及び処分予定

資産につきましては、各資産をグルーピングの 小単

位としております。上記物件につきましては、営業店

舗における譲渡対象外資産についての除却を決定した

ため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に７百万

円計上いたしました。また、同様にリース物件の解約

を決定したことから、リース資産の当該減少額６百万

円を特別損失に計上しております。 

 オンライン事業においてはシステム障害対策として

商品取引システムの一部について新システムを導入す

る決定を行ったことから、既存システムの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に 百万円計上いたしました。 

 また、顧客管理データベースソフトウェア構築の為

の要件定義に係る費用についてソフトウェア仮勘定を

計上しておりましたが、当該ソフトウェア構築の予定

が延期となったこと、且つ当社の業容・システム構成

も大きく変化したことから、その価値について陳腐化

したものと判断し、減損損失５百万円を計上いたしま

した。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しております。正味売却価額は他の転

用や売却が困難なことから零円としております。 

場所 用途 種類 減損損失金額
（百万円） 

兵庫県 
宝塚市 賃借フロアー 通信システム等 4

埼玉県 
越谷市 賃借フロアー 通信システム等 3

東京都 
港区 賃借フロアー リース物件解約 6

小計 14

東京都 
港区 

オンライン取
引システム
（処分予定資
産）  

システム関係機
器等 22

ソフトウェア仮勘
定   5

小計 27

合計 41

22

  

―  

※６．リース解約損       

 不要となったリース契約の解除に伴う損失でありま

す。  

  

―  

※７．保守契約等違約損失     

 情報端末機器及び保守契約等の見直しによる早期解

約に伴う違約損であります。  

  

―  

  

―  

※８．システム障害による弁済金 

当第１四半期累計期間に発生したシステム障害につ

いて、これに関係して当社が支払った弁済金の額を計

上しております。 

※９．法人税、住民税及び事業税 ※９．法人税、住民税及び事業税 

住民税  2 百万円  住民税  0 百万円 
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（四半期キャッシュ・フロー関係）

前第１四半期累計期間  

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

当第１四半期累計期間  

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在） 

    百万円

現金・預金勘定  4,435   

預託金勘定  6,332   

預入期間が３か月を超える預金・

預託金  △548

  

分別管理・区分管理所要額  △5,370   

現金及び現金同等物  4,848   

    百万円

現金・預金勘定  1,395   

預託金勘定  8,379   

預入期間が３か月を超える預金・

預託金  △118

  

分別管理・区分管理所要額  △2,928   

現金及び現金同等物  6,726   
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 当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６

月30日）   

１．発行済株式の種類及び総数 

  普通株式 64,114株 

  前事業年度末と同じであります。 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。  

  

５．株主資本の著しい変動に関する事項 

平成22年６月25日開催の定時株主総会決議に基づき、資本剰余金のうち資本準備金564百万円を減少し、その

他資本剰余金に振替えた後、損失の填補に充当しております。その結果、当第１四半期会計期間末において前事

業年度末の資本剰余金残高4,200百万円より資本剰余金が564百万円減少し、3,636百万円となっております。 

（株主資本等関係）
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当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日） 

前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。  

（*1）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は（ ）で示しております。 

  

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

  

資 産  

(1)現金・預金、(2)預託金 

満期のない預金・預託金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

  

(3)短期差入保証金  

日々計算による出し入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。  

  

(4)未収入金  

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。  

  

(5)外為取引未収入金  

主たる構成要素であるデリバティブ取引の評価損益については、日々洗替え計算を行っており、時価は帳簿価額と

一致していることから、当該帳簿価額によっております。また、その他のものについても短期間で決済されるた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。  

  

(6)未収収益  

主たる構成要素であるデリバティブ取引の未収手数料については、日々洗替え計算を行っており、時価は帳簿価額

と一致していることから、当該帳簿価額によっております。また、その他のものについても短期間で決済されるた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。   

    

（金融商品関係）

  
貸借対照表計上額 

（百万円）  
時価（百万円）  差額（百万円）  

(1)現金・預金 

(2)預託金  

(3)短期差入保証金  

(4)未収入金 

(5)外為取引未収入金  

(6)未収収益  

       1,395  

       8,379 

       42,488 

        66 

      12,968 

        20  

         1,395 

         8,379 

         42,488 

          66  

              12,968 

          20 

                ― 

                ― 

                ― 

                ― 

         ― 

         ― 

資産計             65,318            65,318                 ― 

(1)受入保証金  

(2)未払金 

(3)外為取引未払金  

(4)未払費用 

       45,242 

        58  

      12,946 

           201   

      45,242   

        58   

      12,946  

             201 

                ― 

                ― 

         ― 

         ―  

負債計             58,448           58,448                 ― 

デリバティブ取引（*1） 

 ヘッジ会計が適用されていな

いもの  

      

       1,291 

       （158） 

             

      1,291 

      （158）  

     

         ― 

         （―）

デリバティブ取引計              1,133            1,133                 ― 
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負 債 

(1)受入保証金  

日々計算による出し入れを行っており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。  

  

(2)未払金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。  

  

(3)外為取引未払金  

主たる構成要素であるデリバティブ取引の評価損益については、日々洗替え計算を行っており、時価は帳簿価額と

一致していることから、当該帳簿価額によっております。また、その他のものについても短期間で決済されるた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。   

  

(4)未払費用 

主たる構成要素である未払経費については、月次で洗替え計算を行っており、時価は帳簿価額と一致していること

から、当該帳簿価額によっております。また、その他のものについても短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額によっております。  

  

デリバティブ取引  

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。  

   

２．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額  

  

  
１年以内 

（百万円）  

１年超５年以内 

（百万円）  

５年超10年以内 

（百万円）  

10年超 

（百万円）  

現金・預金  

預託金  

未収入金 

外為取引未収入金  

未収収益  

    1,395 

    8,379 

        66 

    12,968 

       20  

 ― 

      ― 

      ― 

      ― 

       ― 

 ― 

― 

―  

        ― 

       ―  

 ― 

 ― 

― 

― 

 ―  

合計      22,830       ―       ―       ― 
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当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日） 

前事業年度末と比べ著しい変動はありません。  

  

（有価証券関係）
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当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  

(1)通貨関連 

   

（顧客との取引） 

時価の算定方法：取引先銀行の提示したレートに基づき評価を行っております。 

  

（カウンターパーティーとの取引） 

時価の算定方法：取引先銀行の提示したレートに基づき評価を行っております。 

  

(2)外国株式関連  

  

（顧客との取引） 

時価の算定方法：業務受託先会社の提示したレートに基づき評価を行っております。 

  

（カウンターパーティーとの取引） 

時価の算定方法：業務受託先会社の提示したレートに基づき評価を行っております。 

  

（デリバティブ取引関係）

種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超  
（百万円）  

時価 
（百万円）  

評価損益 
（百万円） 

 通貨                    

  外国為替証拠金取引                    

売建  11,531 ―  1,354  1,354

買建  2,399 ―  △62  △62

 合  計        1,291

種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超  
（百万円）  

時価 
（百万円）  

評価損益 
（百万円） 

 通貨                    

  外国為替証拠金取引                    

売建 ― ― ― ― 

買建  7,961 ―  △158  △158

 合  計        △158

種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超  
（百万円）  

時価 
（百万円）  

評価損益 
（百万円） 

  外国株式指数                    

売建  1,029 ―  60  60

買建  289 ―  △7  △7

 合  計   52

種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超  
（百万円）  

時価 
（百万円）  

評価損益 
（百万円） 

  外国株式指数                    

売建  289 ―  7  7

買建  1,029 ―  △60  △60

 合  計   △52
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(3)商品関連  

  

（顧客との取引）  

時価の算定方法：業務受託先会社の提示したレートに基づき評価を行っております。 

  

（カウンターパーティーとの取引）  

時価の算定方法：業務受託先会社の提示したレートに基づき評価を行っております。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  

該当事項はありません。  

  

種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超  
（百万円）  

時価 
（百万円）  

評価損益 
（百万円） 

  商品先物取引                    

売建  525 ―  △10  △10

買建  51 ―  0  0

 合  計        △10

種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超  
（百万円）  

時価 
（百万円）  

評価損益 
（百万円） 

  商品先物取引                    

売建  51 ―  △0  △0

買建  525 ―  10  10

 合  計        10
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前第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

（持分法損益等）
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当第１四半期会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

１．ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間における費用計上及び科目 

 該当事項はありません。 

  

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 該当事項はありません。  

  

（ストック・オプション等関係）
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当第１四半期会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。  

  

（企業結合等関係）

インヴァスト証券株式会社（8709）平成23年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

-30-



当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）  

 資産除去債務の貸借対照表計上額及び当第１四半期累計期間増減額につきましては、その重要性が乏しいため注記

を省略しております。   

    

（資産除去債務関係）
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当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）  

  当社は大阪府において、賃貸用のマンション（土地を含む。）を有しております。当該賃貸不動産の貸借対照表計

上額、当第１四半期累計期間増減額及び時価につきましてはその重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

  

（賃貸等不動産関係）
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１．１株当たり純資産額  

  

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額 

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間末  

（平成22年６月30日）  

前事業年度末  

（平成22年３月31日）  

１株当たり純資産額 円 銭152,832 81 １株当たり純資産額 円 銭149,741 39

前第１四半期累計期間  

 （自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間  

 （自 平成22年４月１日 

   至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭819 37 １株当たり四半期純利益金額 円 銭3,094 66

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。 

  

前第１四半期累計期間  

  （自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日） 

当第１四半期累計期間  

  （自 平成22年４月１日 

   至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）               52              198

普通株主に帰属しない金額（百万円）               ―              ― 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）                          52                         198

期中平均株式数（株）                      64,114                     64,114

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前事業年度末から重要な変動が

あったものの概要  

 ― 

  

 ― 
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日）  

 当社は、平成22年６月25日開催の定時株主総会における取締役、監査役に対するストックオプションとしての報酬決

議及び平成22年５月21日開催の取締役会における執行役員、一部重要な使用人に対するストックオプション発行決議に

基づき、平成22年７月９日開催の取締役会において、当社の取締役、監査役、執行役員及び一部重要な使用人に対し

て、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、募集事項の決定をいたしました。 

 発行するストックオプションは、取締役及び執行役員を対象とする「インヴァスト証券株式会社 平成22年第１回新

株予約権」、監査役及び一部重要な使用人を対象とする「インヴァスト証券株式会社 平成22年第２回新株予約権」の

２種類とし、その内容は次のとおりであります。  

  

１．インヴァスト証券株式会社 平成22年第１回新株予約権 

（注）当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につ

き吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割

がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力

を生じる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株

予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げ

る株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対

象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

付与対象者の区分及び人数 取締役５名 執行役員３名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 1,370株 

新株予約権の行使時の払込金額 

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式

１株当たりの払込金額は１円とし、これに付与株式数を乗じた金

額とする。 

新株予約権の行使期間 平成23年８月７日から平成28年８月６日まで   

新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金の額及び資

本準備金の額  

 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる1円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に

定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者及びその者

から相続によって新株予約権を取得した者（以下「権利承継

者」という）においてこれを行使することを要する。ただし、

取締役会で承認された者及びその権利承継者については、この

限りではない。 

② 新株予約権は、当社の取締役、監査役、顧問、従業員、嘱託社

員の地位にある者においてこれを行使することを要する。ただ

し、取締役会で承認された者及び権利承継者については、この

限りではない。 

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

④ 当社の前年度の税引前純利益が25億円以上であること。 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
（注） 
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当第１四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日）  

２．インヴァスト証券株式会社 平成22年第２回新株予約権  

（注）１．新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価

額」という）は新株予約権の割当日の属する月の前月各日（取引が成立していない日を除く）における大

阪証券取引所ヘラクレス市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円

未満の端数は切上げ）とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 

ただし、行使価額が新株予約権割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下

回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。  

なお、新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権割当後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発

行する場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

する。   

付与対象者の区分及び人数 監査役３名 使用人15名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 255株 

新株予約権の行使時の払込金額 （注）１．  

新株予約権の行使期間 平成24年７月10日から平成29年７月９日まで   

新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金の額及び資

本準備金の額  

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に

定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者及びその者か

ら相続によって新株予約権を取得した者（以下「権利承継者」と

いう）においてこれを行使することを要する。ただし、取締役会

で承認された者及びその権利承継者については、この限りではな

い。 

② 新株予約権は、当社の取締役、監査役、顧問、従業員、嘱託社員

の地位にある者においてこれを行使することを要する。ただし、

取締役会で承認された者及び権利承継者については、この限りで

はない。 

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
（注）２． 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり行使金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 新株式発行前の時価 

        既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 
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当第１四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日）  

２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が

分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発

生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、

株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の

日をいう。）の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。   
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決算概況資料 

平成23年３月期 第１四半期決算概況資料  

  

１．受入手数料 

（単位：百万円）

  

２．トレーディング損益 

（単位：百万円）

  

３．自己資本規制比率  

（単位：百万円）

４．役職員数 

（単位：人）

  第51期 第１四半期 第52期 第１四半期 
前年同四半期比 

（％）  

委託手数料  

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱

い手数料  

取引所為替証拠金取引に係る受取手数料 

その他の受入手数料 

（商品先物取引に係る受取手数料） 

（店頭デリバティブ取引の仲介に係る受取手数料） 

（その他）  

 

 

 

 

 

 

 

 

200

48

803

35

(23)

(1)

(10)

― 

 

― 

 

 

(―) 

 

(―) 

890

32

(32)

― 

 

― 

 

 

(―)

(―)

110.8

92.2

(1,818.8)

合計   1,087  922  84.8

  第51期 第１四半期  第52期 第１四半期  
前年同四半期比 

（％）  

株券等  

債券等 

その他  

 

 

  

△0

151

112

― 

 

  

△0

136

― 

― 

  121.7

合計   263  136  51.9

  第51期 第１四半期末 第52期 第１四半期末 

基本的項目 資本合計 （Ａ）  10,218  9,798

補完的項目 評価差額金（評価益）等 ― ― 

  金融商品取引責任準備金等  116  104

  一般貸倒引当金  31  17

  計 （Ｂ）  147  122

控除資産  （Ｃ）  3,064  2,042

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ）  7,301  7,878

リスク相当額 市場リスク相当額  0  0

  取引先リスク相当額  118  63

  基礎的リスク相当額  942  596

  計 （Ｅ）  1,061  659

自己資本規制比率  （Ｄ）／（Ｅ）×100（％）  687.7  1,194.9

  第51期 第１四半期末 第52期 第１四半期末 

役員  9  8

従業員  128  50
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損益計算書の四半期推移 

（単位：百万円）

期別 
前第１四半期 
（21.４.１ 
  21.６.30） 

前第２四半期 
(21.７.１ 
21.９.30) 

前第３四半期 
(21.10.１ 
21.12.31) 

前第４四半期 
(22.１.１ 
22.３.31) 

当第１四半期 
(22.４.１ 
  22.６.30） 

科目 

営業収益  1,393  922  761  1,216  1,069

受入手数料  1,087  748  636  1,066  922

トレーディング損益  263  162  121  141  136

金融収益  38  9  1  8  8

その他の営業収益  3  2  2  0  0

金融費用  18  4  0  2  3

純営業収益  1,374  918  761  1,213  1,065

販売費・一般管理費  1,261  980  880  1,000  874

取引関係費  423  329  311  495  423

人件費  307  176  132  118  127

不動産関係費  199  198  240  191  145

事務費  59  36  13  7  14

減価償却費  235  225  171  168  130

租税公課  15  7  8  9  10

その他  22  7  2  10  23

営業損益  112  △62  △118  213  190

営業外収益  2  5  3  4  11

営業外費用  6  2  5  2  1

経常損益  109  △59  △120  216  201

特別利益  8  120  15  12 35 

特別損失  63  212  77  506  36

税引前四半期純損益  54  △151  △183  △278  200

法人税、住民税及び事業税  2  1  0  0  0

法人税等調整額 ― ― ― ―  1

四半期純損益  52  △153  △184  △279  198
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