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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 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2四半期 1,747 △24.6 1,740 △24.1 137 172.7 148 198.2 144 ―
22年3月期第2四半期 2,315 △29.1 2,292 △28.4 50 877.9 49 106.5 △100 ―

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2四半期 2,253.79 2,239.15
22年3月期第2四半期 △1,570.81 ―

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2四半期 68,802 9,746 14.2 151,989.71
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2四半期  9,744百万円 22年3月期  9,600百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
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。 

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 ― 0.00
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） 
（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3四半期業績予想（平成22年10月1日～平成22年12月31日）については、[添付資料]P.2【業績予想】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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]P.6「その他」をご覧ください。）

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2Q 64,114株 22年3月期  64,114株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 64,114株 22年3月期2Q 64,114株

※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が実施中です。 

※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。 
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平成23年３月期の第３四半期業績予想（平成22年10月１日～平成22年12月31日） 

  

当社がサービスを提供する外国為替証拠金取引（以下「ＦＸ」といいます。）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月よりレバレッジを 大50倍とする規制（以下「第１次レ

バレッジ規制」といいます。）が適用され、平成23年８月からは 大25倍に制限（以下「第２次レバレッジ規制」と

いいます。）されることとなっております。 

当社は、来年８月の第２次レバレッジ規制（25倍）に向けて事業基盤の強化が急務である認識のもと、先行投資と

して、積極的に新規口座開設キャンペーンを展開してまいります。 

取引所ＦＸ「くりっく365」におきましては、11月よりこれまでのキャンペーンの内容を拡充し、200枚（取引単

位）までの取引手数料を「０円」（実質無料)、200枚を超える取引については、業界 安値水準手数料（片道20円

（税込））にてサービスを提供いたします。 

また、本資料発表日現在、店頭ＦＸ「ＦＸ24」で取扱う全10通貨ペアを原則固定スプレッドとし、米ドル／円0.7

銭、豪ドル／円1.7銭、ユーロ／円1.7銭とするなど、業界で も狭い水準まで大幅に縮小してサービスを提供してお

ります。 

  

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

は、市況環境の影響を大きく受ける傾向にあり、様々な要因により大きく変動する可能性があります。 

  

【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 
純利益 

１株当たり四半期

純利益 

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

（平成22年10月１日～平成22年12月31日）  600  △21.3  △150 ―  △150 ―  △150 ―  △2,339  58

 平成23年３月期第３四半期累計期間 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12月31日）  2,347  △23.7  △12 ―  △1 ―  △5 ―  △85  79
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の外国為替市場は、ギリシャ債務問題に端を発した金融不安により、ユーロ／ドルが６

月７日に年初来の安値レベルである１ユーロ＝1.1870台まで下落し、その一方で資金回避先としてドルが買われま

した。また全世界的なリスク回避の動きの中、キャリートレードの巻き戻しが起こり、円とスイスフランが買われ

ました。７月に入り欧州の銀行はストレステストを実施し、短期的危機は峠を越したとの認識でユーロが買い戻さ

れ、ユーロ／ドルは６月の安値圏から２ヶ月間で1.3300台まで回復し、ギリシャ危機による下落分をほぼ取り戻し

ました。その一方で欧州ソブリンリスク後の世界経済の牽引役と期待されたドルは、米国経済が失速の兆しを見

せ、ＦＯＭＣにおいて追加緩和に踏み切るとの見方が強まると、頭の重い展開となりました。 

ドル／円は５月４日の１ドル＝94円90銭台を円安のピークとして、その後も円高が進行しました。82円86銭を

つけた９月15日に日銀は2004年以来６年ぶりとなる２兆1,249億円の規模の為替介入を実施しました。介入の効果

によって一時ドル／円は86円手前まで円安になったものの、その後も本格的な円安トレンドに戻るには至らず83円

台を中心としたレンジで推移しました。 

株式市況は海外投資家がリスク回避的になった影響を直接受け、震源地である欧州株式が４月30日から５月７

日までの１週間で12.6％も下落するなど、上下に大きく振れる不安定な動きを示しました。 

その後、新興国が先導役となって海外株価はようやく底入れ持ち直しの動きが見られるようになりましたが、日本

株だけはその例外で、９月１日には日経平均株価が年初来安値の8,796円45銭をつけました。 

商品市況では、欧州財政問題に対する警戒感の拡大から投資需要が拡大していた金は、９月に入り米国の金融

緩和観測が後押しして史上 高値である１オンス1,340ドル台をつけました。 

このような状況のもと、当社の主力サービスである取引所ＦＸ「くりっく365」は、店頭ＦＸと比して、平成22

年８月より適用された第１次レバレッジ規制（50倍）による影響は相対的に小さかったものの、大手証券会社、大

手店頭ＦＸ会社等の参入により、手数料の引き下げ競争は激化し、広告宣伝費等の新規顧客獲得コストは上昇しま

した。こうした中、当社は「くりっく365」において、７月より新規顧客を対象として20枚（取引単位）までの取

引手数料を実質無料とするキャンペーンを実施いたしました。 

その結果、平成22年９月末時点の「くりっく365」の口座開設数は56,856口座、預かり証拠金残高は427億20百

万円となり、「くりっく365」取扱い大手として、着実に事業基盤の拡大を続け、取引所ＦＸ取引の受取手数料は

14億64百万円（前年同四半期比100.9％）と堅調に推移しました。 

店頭ＦＸ「ＦＸ24」については、第２次レバレッジ規制（25倍）に向けて、「くりっく365」と並ぶ収益の柱と

するべく、取扱う全10通貨ペアを原則固定スプレッドとし、業界で も狭い水準まで大幅に縮小した結果、顧客

数、預かり証拠金等が増加し、取引数量については第１次レバレッジ規制（50倍）による影響を補うかたちとなり

ましたが、取引単位あたりの収益が減少したこと等により、当第２四半期累計期間におけるトレーディング益は２

億11百万円（同49.5％）となりました。 

また、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を譲渡したため、これらの事業による営業収益

が計上されなくなったこと等により、営業収益は17億47百万円（同75.4％）、これから金融費用を差し引いた純営

業収益は17億40百万円（同75.9％）となりました。 

一方で販売費・一般管理費は、広告宣伝費が増加したものの、全体では前事業年度に行った事業再編による合

理化効果や経費の見直し等による削減努力により、16億２百万円（同71.4％）となり、営業利益は１億37百万円

（同272.7％）、経常利益は１億48百万円（同298.2％）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１億44百万円（前年同四半期は

四半期純損失１億円）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２四半期累計期間の受入手数料の合計は15億16百万円（前年同四半期比82.6％）となりました。内訳は以

下のとおりであります。 

  ・取引所為替証拠金取引に係る受取手数料      14億64百万円（同100.9％） 

  ・店頭デリバティブ取引の仲介に係る受取手数料       51百万円（同401.2％）  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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② トレーディング損益 

 当第２四半期累計期間におけるトレーディング損益は、２億11百万円（前年同四半期比49.5％）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主な理由は、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ためであります。 

  

③ 金融収支 

 当第２四半期累計期間における金融収益は、18百万円（前年同四半期比37.5％）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た

めであります。一方、金融費用も同様に減少し７百万円（同30.8％）となり、これを差し引いた金融収支は11百

万円（同43.7％）となりました。当第２四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２四半期累計期間における販売費・一般管理費は、16億２百万円（前年同四半期比71.4％）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         ７億43百万円（前年同四半期比98.9％） 

・人件費           ２億47百万円（同51.1％） 

・不動産関係費        ２億79百万円（同70.2％） 

・事務費             23百万円（同24.2％） 

・減価償却費         ２億63百万円（同57.1％） 

・租税公課            16百万円（同74.8％） 

・その他             28百万円（同95.8％） 

  

⑤ 特別利益 

 当第２四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２四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 
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（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２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して82億２百万円増加し688億２百万円（前事業年度

末比113.5％）となりました。 

これは、顧客からの受入保証金増加に伴う金融商品取引所等への差入証拠金が増加したことにより、短期差入

保証金が22億97百万円増加したこと、未収入金及び外為取引未収入金の合計が前事業年度末より55億90百万円増

加したこと等によるものであります。 

負債は、前事業年度末と比較して80億56百万円増加し、590億56百万円（同115.8％）となりました。 

これは、顧客からの受入保証金が29億62百万円増加したことに加え、未払金及び外為取引未払金の合計が前事

業年度末より52億65百万円増加した一方で、未払費用が１億71百万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１億46百万円増加して97億46百万円（同101.5％）となりました。これ

は主として四半期純利益１億44百万円の計上によるものであります。 

    

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四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84百万円増加し、66億34百万円となりました。当第２四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１億99百万円の資金増加（前年同四半期は19億５百万円の増加）となり

ました。主な増加要因は、税引前四半期純利益１億47百万円を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２億17百万円の純収入となったこと等によるものです。 

一方、主な減少要因は未払費用の減少による１億71百万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、１億７百万円の資金減少（前年同四半期は１億26百万円の増加）とな

りました。主な増加要因は、本店の一部フロア返還に伴う長期差入保証金の返還による35百万円の収入でありま

す。一方、減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による１億42百万円の支出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、７百万円の資金減少（前年同四半期は17百万円の減少）となりまし

た。これはファイナンス・リース債務の返済による支出等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３四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。  
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。   

  

（２）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）  

 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３百万円減少して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、12百万円であります。 

  

  

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,473 2,026

預託金 8,735 7,691

顧客分別金信託 5,704 4,500

顧客区分管理信託 2,761 3,165

その他の預託金 270 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 43,970 41,672

未収入金 31 7,047

外為取引未収入金 12,606 －

未収収益 18 23

その他の流動資産 179 174

貸倒引当金 △15 △12

流動資産計 66,999 58,623

固定資産   

有形固定資産 140 151

無形固定資産 859 921

のれん 628 781

ソフトウエア 211 108

その他 20 30

投資その他の資産 802 903

投資有価証券 323 323

長期前払費用 397 462

その他 131 157

貸倒引当金 △48 △39

固定資産計 1,803 1,976

資産合計 68,802 60,600

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 5 －

デリバティブ取引 5 －

預り金 5 6

受入保証金 47,270 44,307

未払金 29 6,117

外為取引未払金 11,353 －

未払費用 170 341

未払法人税等 13 14

賞与引当金 7 7

リース債務 14 14

流動負債計 58,870 50,809
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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) 

固定負債   

長期未払金 47 48

リース債務 19 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 80 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 104 114

負債合計 59,056 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 144 △564

株主資本合計 9,745 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

新株予約権 1 －

純資産合計 9,746 9,600

負債・純資産合計 68,802 60,600
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（２）四半期損益計算書 
第２四半期累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 1,835 1,516

委託手数料 250 －

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

54 －

取引所為替証拠金取引に係る受取手数料 － 1,464

その他 1,530 51

トレーディング損益 426 211

金融収益 48 18

その他の営業収益 5 1

営業収益計 2,315 1,747

金融費用 23 7

純営業収益 2,292 1,740

販売費・一般管理費   

取引関係費 752 743

人件費 483 247

不動産関係費 397 279

事務費 95 23

減価償却費 460 263

租税公課 22 16

その他 29 28

販売費・一般管理費計 2,242 1,602

営業利益 50 137

営業外収益   

受取配当金 － 6

未払配当金除斥益 － 4

その他 8 2

営業外収益計 8 12

営業外費用   

遊休資産維持管理費 － 1

その他 8 0

営業外費用計 8 1

経常利益 49 148

特別利益   

事業譲渡益 50 －

保守契約等違約損失戻入益 55 －

損害賠償受入 12 25

金融商品取引責任準備金戻入 8 9

その他 3 －

特別利益計 129 35
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（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 36 0

減損損失 71 －

リース解約損 7 －

保守契約等違約損失 16 －

事業撤退損 136 －

訴訟損失引当金繰入額 3 －

システム障害による弁済金 － 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 4 0

特別損失計 276 36

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △97 147

法人税、住民税及び事業税 3 1

法人税等調整額 － 1

法人税等合計 3 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100 144
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第２四半期会計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 748 593

委託手数料 49 －

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

6 －

取引所為替証拠金取引に係る受取手数料 － 574

その他 691 19

トレーディング損益 162 74

金融収益 9 9

その他の営業収益 2 0

営業収益計 922 678

金融費用 4 3

純営業収益 918 674

販売費・一般管理費   

取引関係費 329 320

人件費 176 120

不動産関係費 198 134

事務費 36 8

減価償却費 225 132

租税公課 7 6

その他 7 4

販売費・一般管理費計 980 727

営業損失（△） △62 △52

営業外収益   

固定資産税還付金 － 0

その他 5 0

営業外収益計 5 0

営業外費用   

遊休資産維持管理費 － 0

リース解約損 － 0

その他 2 0

営業外費用計 2 0

経常損失（△） △59 △52

特別利益   

事業譲渡益 50 －

保守契約等違約損失戻入益 55 －

損害賠償受入 12 －

その他 3 －

特別利益計 120 －
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（単位：百万円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９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 35 －

減損損失 29 －

保守契約等違約損失 4 －

事業撤退損 136 －

訴訟損失引当金繰入額 3 －

その他 4 －

特別損失計 212 －

税引前四半期純損失（△） △151 △52

法人税、住民税及び事業税 1 0

法人税等合計 1 0

四半期純損失（△） △153 △53
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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又は税引前四半期純損失
（△）

△97 147

減価償却費 460 263

減損損失 71 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 12

事業譲渡損益（△は益） △50 －

事業撤退損失 136 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 －

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） 36 0

訴訟損失引当金繰入れ 3 －

受取利息及び受取配当金 △11 △14

支払利息 0 3

株式報酬費用 － 1

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △1,116 △540

顧客区分管理信託の増減額（△は増加） － 368

金融先物取引信託金の増減額（△は増加） 1,365 －

トレーディング商品の増減額 △2 5

約定見返勘定の増減額（△は増加） 121 －

信用取引資産の増減額（△は増加） △657 －

信用取引負債の増減額（△は減少） 1,524 －

立替金の増減額（△は増加） 31 1

短期差入保証金の増減額（△は増加） △2,493 △2,297

預り金の増減額（△は減少） 714 △0

受入保証金の増減額（△は減少） 2,141 2,962

未収入金の増減額（△は増加） △1,221 △9

未払金の増減額（△は減少） 1,160 △7

外為取引未収入金の増減額（△は増加） － △5,580

外為取引未払金の増減額（△は減少） － 5,304

未払費用の増減額（△は減少） △130 △171

その他 178 △243

小計 2,056 194

利息及び配当金の受取額 16 13

利息の支払額 △0 △3

保守契約等違約金の支払額 △12 －

リース解約損による支出 △7 －

事業の撤退による支出 △136 －

法人税等の支払額 △10 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,905 199
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（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

事業承継による収入 457 －

事業承継による支出 △80 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △350 △142

長期差入保証金の差入による支出 △1 △0

長期差入保証金の返還による収入 98 35

その他 2 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 126 △107

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 △17 △7

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △17 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,014 84

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 6,053 6,634
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 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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１．報告セグメントの概要  

 当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自平成22

年７月１日 至平成22年９月30日）   

 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（Ｆ

Ｘ）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２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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Ｃ

ＦＤ・商品ＣＦＤ）事業を含んでおります。  

   ２．純営業収益の調整額378百万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。  

   ３．セグメント利益は、四半期損益計算書上の営業利益と一致しておりますので、調整額を計上して

おりません。したがって、セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益を表しております。

  

当第２四半期会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９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Ｃ

ＦＤ・商品ＣＦＤ）事業を含んでおります。  

   ２．純営業収益の調整額143百万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。  

   ３．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書上の営業損失と一致しておりますので、調整額を

計上しておりません。したがって、セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失を

表しております。   

    

（追加情報）  

 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。   

（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   1,088   208   1,296   64   1,361   378   1,740

セグメント利益  89   19   108   29   137  ―   137

  
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  431   74   505   25   530   143   674

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △37   △25   △62   9   △52  ―   △52
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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２四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
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（７）表示方法の変更

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日） 

（四半期損益計算書） 

 前第２四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、当第２四半期累計期間では、独立掲記することと致しました。 

 なお、前第２四半期累計期間の同手数料の計上額は、14億51百万円であります。 

  

（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ＦＸ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「金融先物取引信託金の

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２四半期累計期間では、「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２四半期累計期間では独立掲記することと致しました。なお、前第２四半期累計期間の

「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11億96百万円の資金の減少、「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11億48百万円の資金の増加であります。 

３． 「未収入金の増減額」「未払金の増減額」は、いずれも前第２四半期累計期間は「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、第１四半期累計期間より区分掲記し

ております。 

   なお、前第２四半期累計期間の「その他」に含まれている「未収入金の増減額」は12億21百万円の増加による資

金の減少、「未払金の増減額」は11億60百万円の増加による資金の増加であります。 

当第２四半期会計期間 

（自 平成22年７月１日 

至 平成22年９月30日） 

（四半期貸借対照表） 

１． 前第２四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２四半期会計期間に「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、当第２四半期会計期間では「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当第２四半期会計期間では「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２四半期会計期間に「未収入金」に含めた「外為取引未収入金」の額は、91億83百万円であります。 

また、前第２四半期会計期間に「未払金」に含めた「外為取引未払金」の額は、79億75百万円であります。 

３． 従来、「投資その他の資産」に含まれておりました「投資有価証券」及び「長期前払費用」について、その重要

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２四半期会計期間に「その他の投資等」に含めた「投資有価証券」の額は３億25百万円であり、「長

期前払費用」の額は１億89百万円であります。 

  

（四半期損益計算書） 

 前第２四半期会計期間において、「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２四半期会計期間の同手数料の計上額は、６億48百万円であります。 
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平成23年３月期 第２四半期決算概況資料  

  

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）

決算概況資料

  
第51期 

第２四半期累計 

第52期 

第２四半期累計 

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）  

 

 

 

 

 

 

 

 

250

54

1,451

79

(52)

(12)

(13)

― 

 

― 

 

 

(―) 

 

(―) 

1,464

51

(51)

― 

 

― 

 

 

(―)

(―)

100.9

65.4

(401.2)

合計  1,835  1,516  82.6

  第51期 第２四半期累計 第52期 第２四半期累計 
前年同四半期比 

（％） 

株券等  

債券等 

その他  

 

 

  

△0

191

234

― 

 

  

△0

211

― 

― 

 89.9

合計  426  211  49.5

  第51期 第２四半期末 第52期 第２四半期末 

基本的項目 資本合計 （Ａ）  10,064  9,744

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  21  15

  計 （Ｂ）  138  120

控除資産  （Ｃ）  2,837  2,245

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ）  7,364  7,619

リスク相当額 市場リスク相当額  0  105

  取引先リスク相当額  45  62

  基礎的リスク相当額  892  511

  計 （Ｅ）  938  679

自己資本規制比率  （Ｄ）／（Ｅ）×100（％）  785.0  1,120.7

  第51期 第２四半期末 第52期 第２四半期末 

役員  9  8

従業員  65  51
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損益計算書の四半期推移 

（単位：百万円）

期別 
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） 

当第２四半期 
（22.７.１ 
22.９.30） 

科目 

営業収益  922  761  1,216  1,069  678

受入手数料  748  636  1,066  922  593

トレーディング損益  162  121  141  136  74

金融収益  9  1  8  8  9

その他の営業収益  2  2  0  0  0

金融費用  4  0  2  3  3

純営業収益  918  761  1,213  1,065  674

販売費・一般管理費  980  880  1,000  874  727

取引関係費  329  311  495  423  320

人件費  176  132  118  127  120

不動産関係費  198  240  191  145  134

事務費  36  13  7  14  8

減価償却費  225  171  168  130  132

租税公課  7  8  9  10  6

その他  7  2  10  23  4

営業損益  △62  △118  213  190  △52

営業外収益  5  3  4  11  0

営業外費用  2  5  2  1  0

経常損益  △59  △120  216  201  △52

特別利益  120  15  12 35 ― 

特別損失  212  77  506  36 ― 

税引前四半期純損益  △151  △183  △278  200  △52

法人税、住民税及び事業税  1  0  0  0  0

法人税等調整額 ― ― ―  1 ― 

四半期純損益  △153  △184  △279  198  △53
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