
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有（機関投資家向け） 
  

 

   
 

 
  

 
（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、22年３月期第１四半期
の対前年同四半期増減率は記載していません。 
    

   

  

  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

当社は、後述の「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）」と同様の理由により、

配当予想の開示は行っていません。今後の配当予想額に関しては、後述の「※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。 

  

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：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
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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）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 1,323 37.7 228 ─ 226 ─ 114 ─

22年３月期第１四半期 961 ─ 15 ─ 12 ─ 3 ─

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 13 .85 ─

22年３月期第１四半期 0 .43 ─

 (2) 財政状態

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 21,230 4,925 23.2 593 .45

22年３月期 18,171 4,843 26.7 583 .60

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 4,925百万円      22年３月期  4,843百万円

2. 配当の状況

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 ─ 4 .00 4 .00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) ─ ─ ─ ─

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）
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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（外国為替取引高、お客様口座数、外国為替保証金取引預り保証金）を

月次で開示しています。 

  

 

 
(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） 

 
  

  

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していません。 
  

 今後の配当原資確保に向け、【添付資料】P.３「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想に

関する定性的情報」に記載の対応策を実行してまいります。なお、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るまでに速やかに開示する方針です。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４ 「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(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

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 8,300,000株 22年３月期 8,300,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 90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 8,299,958株 22年３月期１Ｑ 8,300,000株

(※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）



  

1. 当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

(2) 財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 
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2. その他の情報 ……………………………………………………………………………４ 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………４ 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………４ 

  

3. 四半期財務諸表 …………………………………………………………………………５ 

(1) 四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………５ 

(2) 四半期損益計算書 ……………………………………………………………………７ 

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………８ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

  

4. 補足情報 …………………………………………………………………………………10 

経営管理上重要な指標の推移 ……………………………………………………………10 

  

※ 当社は、平成22年８月６日（金）に機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。ま

た、この説明会の模様を、使用資料とともに動画化し、速やかに当社ホームページに掲載する

予定です。 

  

○添付資料の目次
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当第１四半期累計期間の世界経済は、ギリシャ問題に端を発する欧州信用不安を契機とする世界的な

株価低迷や、米国における景気回復鈍化懸念の強まりを受けて、前四半期から続いてきた景気回復の足

取りに不透明感が増すこととなりました。 

  

 外国為替市場では、世界的景気動向に対する不透明感の高まりにより投資家がリスク回避の姿勢を強

める中、ギリシャ問題を契機とした欧州信用不安の高まりを背景にユーロ安が急速に進む展開となりま

した。ユーロ／円は４月初めに127円近辺にて推移していましたが、その後は大幅にユーロが売られる

展開となり、６月末には一時107円台までユーロ売り円買いが強まりました。米ドル／円は今年度に入

った後に95円近辺まで上昇したものの、５月初旬に対ユーロでの円買いの影響から88円まで急速に円高

が進行しました。その後、米ドルが値を戻す場面もありましたが、５月末には再び88円台までドル売り

円買いが強まるなど、値動きの大きな状況が続きました。 

  

 このような環境のもと、当社は「外国為替保証金取引（FX）事業者の総合力が問われる時代に入る」

と認識し、強固なお客様基盤の構築、商品・サービス強化などを進めてまいりました。４月には株式会

社マスチューンとの提携による日本 大級のFXコミュニティサイト『みんなの外為』の共同立ち上げ、

６月には『みんなの外為』での取引分析の新機能「勝ちパターン分析」をリリースし、株式投資家層へ

のアプローチを強化しました。また、お客様の取引環境の改善にも努め、５月に取引システムの注文か

ら約定までの処理時間を大幅に短縮し、更にはスプレッド縮小など各種キャンペーンの実施によりサー

ビスの向上を図りました。 

  

以上の結果、当第１四半期会計期間末の外国為替保証金取引の口座数は90,352口座（前事業年度末比

7.4％増）と堅調に増加しました。また為替相場の急激な変動により取引高が大幅に増加し、当第１四

半期累計期間の営業収益は1,323百万円（前年同累計期間は961百万円）、営業利益は228百万円（同15

百万円）、経常利益は226百万円（同12百万円）、そして四半期純利益は114百万円（同３百万円）とな

りました。 

  

 当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比3,059百万円増の21,230百万円となりました。

これは主に現金及び預金の増加1,544百万円、外国為替保証金取引評価勘定の増加1,215百万円、外国

為替取引未収入金の増加458百万円の一方で、外国為替取引差入担保金の減少199百万円、繰延税金資

産の減少91百万円、外国為替取引評価勘定の減少88百万円等により流動資産が2,788百万円増加したこ

と、並びに、リース資産の取得等により固定資産が271百万円増加したことによるものです。 

 負債は、前事業年度末比2,978百万円増の16,305百万円となりました。これは主に外国為替取引預り

担保金の増加1,217百万円、外国為替取引未払金の増加727百万円、外国為替取引評価勘定の増加431百

万円、外国為替保証金取引預り保証金の増加293百万円等によるものです。 

 純資産は、前事業年度末比81百万円増の4,925百万円となりました。これは四半期純利益114百万円

による増加の一方で、配当の支払による減少33百万円により、利益剰余金が81百万円増加したこと等

によるものです。 

  

 当第１四半期会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1,544百万円増加し

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(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

② キャッシュ・フローの状況
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4,380百万円となりました。 

 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１四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益213百万円

に加えて、外国為替取引預り担保金の増加による収入1,217百万円、外国為替取引未払金の増加に

よる収入727百万円、外国為替取引評価勘定(流動負債)の増加による収入431百万円、外国為替保証

金取引預り保証金の増加による収入293百万円、外国為替取引差入担保金の減少による収入199百万

円等の一方で、外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増加による支出1,215百万円、外国為替

取引未収入金の増加による支出458百万円等により1,677百万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１四半期会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

により、67百万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１四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出41

百万円、配当金の支払いによる支出24百万円等により、65百万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

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

  

 外国為替保証金取引業界においては、保証金規制（いわゆる「レバレッジ規制」）の本年８月の実施

を控え、各FX事業者が従来からのスプレッド縮小競争に加えて各種キャンペーンを積極的に展開して、

お客様の獲得競争を強めています。 

  

 このような環境において、当社は、「FX事業者の総合力」が今後一層重視される時代となるとの認識

のもと、業界の手本となるリーディングカンパニーを目指し、強固なお客様基盤の構築、商品・サービ

ス強化、既存ビジネス強化および経営インフラの整備・強化の４点を意識した取り組みを引き続き推進

していきます。 

  

 株式会社マスチューンとの提携により４月からサービス提供を開始した日本 大級のFXコミュニティ

サイト『みんなの外為』では、６月に取引分析の新機能「勝ちパターン分析」をリリースしました。今

後もお客様の取引利便性向上に資する新機能を更に追加していくことにより、新たな株式投資家層の取

り込みおよび既存のお客様による取引の活性化を図ります。 

  

 当社の強みであるお客様にフラストレーションを感じさせない安定性に優れた取引システムに関して

も、一層の取引利便性の向上および信頼性の高い取引システム環境の確保に努めました。５月には取引

システムにおける注文から約定までの処理時間を大幅に短縮、７月にはブラウザ版取引ツールの大幅リ

ニューアルを行い、お客様の取引利便性の向上を図りました。今後、キャパシティー・オンデマンド

(*)の機能を有した新基幹サーバへの切り替えを予定しており、コストを抑制しつつ将来の取引増加に

(3) 業績予想に関する定性的情報
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も十分対応できる強固なシステム基盤を構築することにより、お客様に更に安心して取引いただけるシ

ステム環境を整備してまいります。 

 (*)計算処理で中央処理装置（CPU）利用に応じて費用が発生する「従量課金型」サービス 

  

８月から施行される「保証金規制」による当社業績に与える影響については、現状限定的であると判

断していますが、規制施行に伴いお客様が一時的に取引に慎重になるなどの可能性を踏まえて、お客様

対応に万全を期すとともに今後も各種キャンペーンの実施や新しい商品・サービスなどの提供により、

取引の活性化を進めていきます。 

  

該当事項はありません。 

  

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)および「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)を適用しています。 

 これにより、営業利益および経常利益が０百万円、税引前四半期純利益が14百万円、それぞれ減少し

ています。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

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   

現金及び預金 4,380,799 2,835,873

顧客区分管理信託 11,586,725 11,668,253

売掛金 4,900 1,235

前払費用 93,518 54,987

繰延税金資産 － 91,661

外国為替保証金取引未収入金 910 770

外国為替取引未収入金 573,495 114,649

外国為替保証金取引評価勘定 2,125,737 910,732

外国為替取引評価勘定 － 88,578

外国為替取引差入担保金 403,252 603,110

その他のデリバティブ資産 201 299

未収入金 539,786 557,930

その他 28,096 20,855

流動資産合計 19,737,423 16,948,939

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 55,133 46,472

工具、器具及び備品（純額） 4,266 4,583

リース資産（純額） 596,537 342,870

有形固定資産合計 655,936 393,926

無形固定資産   

意匠権 1,403 1,481

ソフトウエア 648,709 605,087

ソフトウエア仮勘定 － 35,070

その他 741 369

無形固定資産合計 650,854 642,008

投資その他の資産   

長期前払費用 2,796 2,210

繰延税金資産 26,578 26,633

敷金及び保証金 157,330 157,330

投資その他の資産合計 186,704 186,173

固定資産合計 1,493,495 1,222,108

資産合計 21,230,919 18,171,047
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(単位：千円)

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   

外国為替保証金取引未払金 237,421 227,442

外国為替取引未払金 768,144 41,016

未払金 240,325 236,820

未払費用 11,012 2,457

リース債務 212,994 144,771

未払法人税等 3,963 －

外国為替保証金取引預り保証金 11,806,207 11,512,872

外国為替取引預り担保金 2,090,151 872,292

その他のデリバティブ負債 201 299

預り金 12,219 5,124

賞与引当金 21,340 19,834

役員賞与引当金 8,950 －

外国為替取引評価勘定 431,816 －

繰延税金負債 5,980 －

資産除去債務 8,239 －

設備関係未払金 6,037 38,136

流動負債合計 15,865,004 13,101,068

固定負債   

リース債務 424,774 226,135

資産除去債務 15,589 －

固定負債合計 440,364 226,135

負債合計 16,305,368 13,327,204

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   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,395,832 2,314,093

利益剰余金合計 2,395,832 2,314,093

自己株式 △30 －

株主資本合計 4,925,551 4,843,843

純資産合計 4,925,551 4,843,843

負債純資産合計 21,230,919 18,171,047
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

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   

外国為替取引損益 949,733 1,269,014

手数料収入 7 38,864

その他のデリバティブ取引損益 － 596

その他 11,424 15,413

営業収益合計 961,165 1,323,889

営業費用   

販売費及び一般管理費   

役員報酬 19,360 23,540

役員賞与 6,015 －

給料手当及び福利費 111,439 113,254

賞与引当金繰入額 8,963 21,340

役員賞与引当金繰入額 － 8,950

退職給付費用 7,095 7,492

広告宣伝費 217,978 114,832

調査費 16,321 17,879

システム経費 308,728 281,601

支払手数料 42,805 277,274

業務委託費 41,026 32,958

租税公課 35,005 48,603

減価償却費 64,837 90,143

賃借料 43,329 37,139

その他 23,258 20,092

販売費及び一般管理費合計 946,162 1,095,101

営業利益 15,002 228,787

営業外収益   

受取利息 0 0

その他 1 14

営業外収益合計 1 14

営業外費用   

支払利息 2,182 2,357

営業外費用合計 2,182 2,357

経常利益 12,821 226,444

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,237

特別損失合計 － 13,237

税引前四半期純利益 12,821 213,207

法人税、住民税及び事業税 930 572

法人税等調整額 8,293 97,696

法人税等合計 9,223 98,268

四半期純利益 3,597 114,939
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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 12,821 213,207

減価償却費 64,837 90,143

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,237

賞与引当金の増減額（△は減少） △85,945 1,505

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,175 8,950

受取利息 △0 △0

支払利息 2,182 2,357

保証金分別信託の増減額(△は増加) △242,387 －

顧客区分管理信託の増減額(△は増加) － 81,527

売掛金の増減額(△は増加) 2,777 △3,664

前払費用の増減額（△は増加） 24,132 △38,530

外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) 8 △139

外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) △175,458 △458,846

外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額
(△は増加)

193,650 △1,215,004

外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は
増加)

35,996 88,578

外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） △129 199,858

その他のデリバティブ資産の増減額（△は増加） － 97

長期前払費用の増減額（△は増加） 309 △586

外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) 6,954 9,978

外国為替取引未払金の増減額(△は減少) 93,734 727,127

未払金の増減額（△は減少） △519 △4,730

未払費用の増減額（△は減少） 1,192 8,555

外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減
少)

342,780 293,335

外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) 576,511 1,217,858

その他のデリバティブ負債の増減額（△は減少） － △97

預り金の増減額（△は減少） 30,973 7,094

外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は
減少)

－ 431,816

その他 49,196 10,903

小計 919,444 1,684,531

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △2,180 △2,357

法人税等の支払額 △713,873 △4,471

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,390 1,677,703

投資活動によるキャッシュ・フロー   

無形固定資産の取得による支出 △89,890 △67,261

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,890 △67,261

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △31,901 △41,470

自己株式の取得による支出 － △30

配当金の支払額 △133,202 △24,013

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,103 △65,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,603 1,544,926

現金及び現金同等物の期首残高 2,976,805 2,835,873

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,925,201 4,380,799
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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。 

  

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。 

  

(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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(注) １ ROEの算出式は以下のとおりです。 

四半期純利益金額×４÷((前四半期自己資本＋当四半期自己資本)÷２)×100 

２ 外国為替取引高には外国為替取引システムのASP提供先との取引高を含んでいます。 

4. 補足情報

経営管理上重要な指標の推移

平成22年3月期 平成23年3月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

営業収益 (百万円) 961 875 808 949 1,323

営業利益 
（△は損失）

(百万円) 15 △21 3 92 228

四半期純利益 
（△は損失）

(百万円) 3 △14 1 48 114

営業収益営業利益率
（△は損失）

(％) 1.6 △2.4 0.4 9.8 17.3

純資産 (百万円) 4,808 4,793 4,795 4,843 4,925

総資産 (百万円) 16,584 17,576 17,660 18,171 21,230

１株当たり四半期 
純利益金額 
（△は損失）

(円) 0.43 △1.74 0.18 5.83 13.85

１株当たり純資産額 (円) 579.32 577.58 577.76 583.60 593.45

自己資本比率 (％) 29.0 27.3 27.2 26.7 23.2

ROE (％) 0.3 △1.2 0.1 4.0 9.4

自己資本規制比率 (％) 424.5 397.0 401.6 423.9 409.3

外国為替取引高 (百万通貨) 46,704 58,238 62,735 75,809 102,556

総口座数 61,147 71,423 78,582 84,089 90,352

外国為替保証金取引
預り保証金

(百万円) 9,663 10,517 11,097 11,512 11,806

株価

高値 (円) 797 629 480 412 392

安値 (円) 605 400 290 328 295
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