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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

(注）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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 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12月期第3四半期 5,306 △7.7 1,884 40.1 1,963 88.1 1,550 167.9
21年12月期第3四半期 5,746 ― 1,345 ― 1,044 ― 578 ―

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12月期第3四半期 5.64 ―
21年12月期第3四半期 2.28 ―

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12月期第3四半期 6,391 5,285 71.6 16.56
21年12月期 19,157 3,462 14.6 12.86

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  4,572百万円 21年12月期  2,793百万円

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   

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,580 △10.4 2,170 1.0 2,150 45.1 1,370 922.0 4.97



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 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、四半期財務諸表に
対するレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含
まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている見通しとは大きく異なる可能性があります。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 276,313,319株 21年12月期  253,458,269株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  107,349株 21年12月期  106,379株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 275,118,601株 21年12月期3Q 253,357,092株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア新興国の成長を背景とした需要拡大や政策

効果により回復の兆しが見られましたが、依然として個人消費の伸び悩みや企業間競争の激化等によ

り、厳しい経営環境が続いております。 

このような環境のもと、当社グループは、“金融システムの開発力”並びに“コンサルティング力”

をコア・コンピタンスとして、それらの高度な専門性とノウハウを活用した事業モデルの構築による収

益構造の転換を引き続き進めてまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間においては、引き続きOTC-FX、取引所-FX（くりっく365）及びCFD取引に

おけるレベニューシェア型ASPシステムの安定提供と更なる機能拡充を実施するとともに、バイナリオ

プションや日経225など、新たな金融サービスアプリケーションについても研究・開発を進めてまいり

ました。 

 また、当社グループの新たなシステム開発拠点である英脈特信息技術（無錫）有限公司では、同社、

株式会社EMCOM CONSULTING及び協業一社にて、ソーシャルアプリケーション「テニスマニア」を共同開

発し、mixiアプリモバイル向けに平成22年８月18日よりサービス提供を開始するなど、新規事業分野へ

の進出による収益基盤の拡大と多様化に向けた取組みにも注力してまいりました。 

しかしながら、当第３四半期連結累計期間においては、平成22年７月20日付にて株式会社EMCOM 

CAPITALの外国為替証拠金取引（ＦＸ）事業「みんなのＦＸ」及び有価証券関連事業を譲渡したことか

ら、売上高は5,306百万円（前年同期比7.7％減）、営業利益は1,884百万円（前年同期比40.1％増）と

なりました。 

 また一方で、平成22年７月27日付にて借入債務を完済したことによる支払利息の戻入額101百万円を

計上したことにより、経常利益は1,963百万円（前年同期比88.1％増）と一定額を確保するに至り、ま

た、特別利益として過年度支払利息の戻入額333百万円を債務免除益として計上したこと等により、四

半期純利益は1,550百万円と前年同期に比べ971百万円の増益（前年同期比167.9％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

  

 〔金融事業〕 

金融事業につきましては、当社グループの 大の強みである“金融システムの開発力”並びに“コン

サルティング力”を中心に据え、OTC-FX取引サービスを中心にユーザーニーズを捉えた様々な機能、サ

ービスの追加を実施し、お客様満足度の向上に努めるとともに、システム提供先との間でパートナーシ

ップの強化を図ってまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間においては、株式会社EMCOM CONSULTINGが提供するレベニューシェア型

ASP事業におけるOTC-FX取引システムの安定稼動に加え、取引所-FX（くりっく365）、CFD等の新たな金

融サービスアプリケーションへのサービス提供等が収益に寄与したことにより、レベニューシェア型

ASP事業の業績は引き続き堅調に推移したものの、一方で、当社グループのOTC-FX取引サービスである

「みんなのＦＸ」を提供する株式会社EMCOM CAPITALにおいて、平成22年7月20日付にて、外国為替証拠

金取引（ＦＸ）事業及び有価証券関連事業を譲渡したことから、売上高は5,199百万円と前年同期に比

べ361百万円の減収となりました。営業利益は2,284百万円と前年同期に比べ468百万円の増益となりま

した。  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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なお、株式会社EMCOM CAPITALの外国為替証拠金取引（ＦＸ）事業及び有価証券関連事業の譲渡によ

り、これまで内部取引として連結相殺されていたOTC-FX取引サービスの「みんなのＦＸ」に係るシステ

ム利用料収入が、当第３四半期連結累計期間より外部売上として連結売上高に計上されております。 

  

 〔不動産事業〕 

不動産事業は、安定した収益が狙えるヘルスケア事業を当社グループの不動産事業の中心に位置づ

け、徹底的なローコストオペレーション体制を目指し、業務効率の向上と収益基盤の安定化に向けた体

制の構築に努めております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、ヘルスケア事業における業績は引き続き堅調であったもの

の、不動産仲介業における業績が計画を下回ったことから、売上高は129百万円と前年同期に比べ56百

万円の減収、営業損失も22百万円と前年同期に比べ17百万円の減益となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末と比較して12,766百万円減少して

6,391百万円となりました。これは主に、外国為替証拠金取引事業並びに有価証券関連事業を吸収分割

により譲渡したことにより、流動資産において顧客からの預託金が7,333百万円減少し、またトレーデ

ィング商品が2,702百万円減少したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債残高は、前連結会計年度末と比較して14,589百万円減少して

1,105百万円となりました。流動負債においてＦＸ預り証拠金が7,049百万円減少したこと、また短期借

入金が返済により4,133百万円減少したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産残高は、前連結会計年度末と比較して1,822百万円増加し、

5,285百万円となりました。これは主に、第３四半期連結累計期間の四半期純利益が1,550百万円とな

り、同額利益剰余金の欠損が減少したことによるものであります。 

  

通期業績は、概ね当初想定した範囲内で推移しており、平成22年８月６日に公表した連結業績予想は

変更しておりません。今後、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに公表いたします。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

   資産、負債及び純資産の状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

・会計処理基準に関する変更 

 企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第３四半期会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計

基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

 また、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）のうち企業結

合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項を適用しております。 

  

・表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表） 

前第３四半期連結会計期間において、個別表記しておりました流動資産の「預託金」は、資産の総額

の100分の10以下であり、重要性が減少したため、当第３四半期連結会計期間では流動資産の「その

他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる

「預託金」の金額は10,328千円であります。 

 前第３四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「短期貸付

金」は、資産の総額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記することとい

たしました。なお、前第３四半期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「短期貸付金」の金

額は825,957千円であります。 

 前第３四半期連結会計期間において、固定資産の「有形固定資産」を一括して掲記しておりました

が、「有形固定資産」に含まれる「建物及び構築物」が資産の総額の100分の10を超えたため、当第３

四半期連結会計期間より「有形固定資産」を「建物及び構築物」及び「その他」に区分掲記することと

いたしました。なお、前第３四半期連結会計期間の固定資産の「有形固定資産」に含まれる「建物及び

構築物」の金額は1,047,713千円、「その他」の金額は374,045千円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 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22年９月30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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,272,346 1,156,120

預託金 － 7,333,547

受取手形及び売掛金 206,583 203,108

たな卸資産 488,982 514,683

トレーディング商品 － 2,702,516

信用取引資産 － 1,232,966

短期差入保証金 － 1,951,238

短期貸付金 818,300 －

繰延税金資産 79,968 79,968

その他 150,837 610,491

貸倒引当金 △40,713 △178,650

流動資産合計 3,976,305 15,605,991

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 901,628 938,054

その他 272,465 362,452

有形固定資産合計 1,174,094 1,300,507

無形固定資産

のれん 454,636 654,509

その他 187,011 156,275

無形固定資産合計 641,647 810,785

投資その他の資産 599,285 1,440,587

固定資産合計 2,415,027 3,551,880

資産合計 6,391,333 19,157,872

負債の部

流動負債

買掛金 12,095 72,306

未払金 57,314 265,471

短期借入金 － 4,133,000

約定見返勘定 － 1,406,308

信用取引負債 － 1,232,966

FX預り証拠金 － 7,049,310

受入保証金 － 163,279

未払法人税等 83,810 278,663

賞与引当金 469,451 27,604

その他 140,722 688,299

流動負債合計 763,393 15,317,209
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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12月31日)

固定負債

退職給付引当金 5,725 25,598

役員退職慰労引当金 30,232 38,127

その他 306,402 312,158

固定負債合計 342,359 375,884

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 － 1,850

特別法上の準備金合計 － 1,850

負債合計 1,105,752 15,694,944

純資産の部

株主資本

資本金 5,047,281 4,933,006

新株式申込証拠金 － 205,757

資本剰余金 9,889,699 9,798,279

利益剰余金 △10,318,516 △11,869,032

自己株式 △15,405 △15,352

株主資本合計 4,603,059 3,052,657

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,839 △233,920

為替換算調整勘定 △39,943 △25,602

評価・換算差額等合計 △30,104 △259,522

新株予約権 59,559 51,570

少数株主持分 653,065 618,221

純資産合計 5,285,580 3,462,927

負債純資産合計 6,391,333 19,157,872
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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21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 5,746,392 5,306,287

売上原価 591,921 460,551

売上総利益 5,154,470 4,845,735

販売費及び一般管理費 3,809,290 2,961,394

営業利益 1,345,180 1,884,341

営業外収益

受取利息 52,773 49,347

受取配当金 － 1,360

為替差益 － 2,632

その他 20,051 35,790

営業外収益合計 72,824 89,130

営業外費用

支払利息 224,252 －

為替差損 36,350 －

持分法による投資損失 84,840 －

有価証券売却損 － 1,259

貸倒引当金繰入額 － 7,404

その他 28,516 1,308

営業外費用合計 373,959 9,972

経常利益 1,044,045 1,963,499

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,642 7,410

固定資産売却益 － 2,839

金融商品取引責任準備金戻入 4,016 1,850

役員退職慰労引当金戻入額 5,781 14,749

債務免除益 － 333,835

前期損益修正益 － 99,330

その他 931 －

特別利益合計 12,371 460,015

特別損失

固定資産除却損 12,122 34,792

固定資産売却損 － 206

減損損失 － 177,490

投資有価証券評価損 2,179 216,862

関係会社株式売却損 － 276

本社移転費用 － 44,082

解約違約金 7,683 －

持分変動損失 130,945 －

前期損益修正損 － 13,991

その他 2,447 882

特別損失合計 155,378 488,585

税金等調整前四半期純利益 901,037 1,934,929

法人税、住民税及び事業税 320,276 292,111

過年度法人税等 － 25,133

法人税等合計 320,276 317,244

少数株主利益 1,935 67,169

四半期純利益 578,825 1,550,515
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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21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１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

税金等調整前四半期純利益 901,037 1,934,929

減価償却費 261,506 250,828

のれん償却額 41,551 25,904

貸倒引当金の増減額（△は減少） △126 △25,046

賞与引当金の増減額（△は減少） 202,307 444,139

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 116,293 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,142 △19,873

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － △1,850

受取利息及び受取配当金 △52,946 △50,708

支払利息 224,252 －

為替差損益（△は益） 36,350 △3,269

株式報酬費用 26,823 16,988

関係会社整理損 1,105 －

有価証券売却損益（△は益） 13,600 －

関係会社株式売却損益（△は益） △263 －

固定資産売却損益（△は益） － △2,839

固定資産除却損 12,122 34,792

減損損失 － 177,490

債務免除益 － △333,835

投資有価証券評価損益（△は益） 2,179 216,862

持分変動損益（△は益） 130,945 －

持分法による投資損益（△は益） 84,840 －

売上債権の増減額（△は増加） △64,502 △3,474

トレーディング商品の増減額 △32,215,909 2,702,516

約定見返勘定の増減額 31,312,610 △1,406,308

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,153 25,700

仕入債務の増減額（△は減少） △3,863 △60,210

未払金の増減額（△は減少） △416,458 △316,754

短期差入保証金の増減額（△は増加） △1,412,452 1,916,211

前受金の増減額（△は減少） 4,930 21,837

預り金の増減額（△は減少） 27,422 △105,877

ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） 4,265,629 △7,049,310

預託金の増減額（△は増加） △2,958,458 7,323,218

受入保証金の増減額（△は減少） △61,623 △163,279

特別法上の準備金の増減額（△は減少） △4,016 －

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,342 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,672 △7,895

その他の流動資産の増減額（△は増加） △177,407 280,754

その他の流動負債の増減額（△は減少） △82,408 40

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △8,000 －

長期前払費用の増減額（△は増加） 41,275 △4,869

その他 25,547 △2,894

小計 315,205 5,813,916

利息及び配当金の受取額 56,991 19,750

利息の支払額 △56,348 －

法人税等の支払額 △948,668 △514,404

営業活動によるキャッシュ・フロー △632,820 5,319,262
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１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

定期預金の預入による支出 － △392,200

有形固定資産の取得による支出 △375,594 △67,574

有形固定資産の売却による収入 － 3,080

無形固定資産の取得による支出 △84,072 △135,158

無形固定資産の売却による収入 － 497

投資有価証券の売却による収入 160,945 18,458

敷金及び保証金の差入による支出 △17,912 △51,922

敷金及び保証金の回収による収入 14,778 137,481

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△68,313 －

子会社の清算による収入 1,894 －

貸付けによる支出 △370,000 －

貸付金の回収による収入 411,052 45,000

その他 － 8,167

投資活動によるキャッシュ・フロー △327,221 △434,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △4,133,000

社債の償還による支出 △667,000 －

新株予約権の買入消却による支出 － △9,000

その他 △68 △169

財務活動によるキャッシュ・フロー △667,068 △4,142,169

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,058 △12,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,642,168 730,565

現金及び現金同等物の期首残高 2,311,103 1,078,540

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 167,549 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △66,701 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 769,782 1,809,106
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 該当事項はございません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

                                            （千円） 

 
(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２．各事業区分の主要製品及び事業内容 

(1) 不動産事業：宅地の造成分譲、マンション及び戸建住宅の建設販売、事務所ビルの賃貸、不動産の管理等 

(2) 金融事業  ：金融サービス事業及び投資事業 

     ３．事業区分の変更 

        事業区分につきましては、従来「不動産事業」、「金融事業」、「ゲーム事業」の３つに区分しており

ましたが、ゲーム事業を行っていた連結子会社を第三者に譲渡したため、当第３四半期連結累計期間よ

り、「不動産事業」、「金融事業」の２つに変更しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

                                            （千円） 

 
(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２．各事業区分の主要製品及び事業内容 

(1) 不動産事業：宅地の造成分譲、マンション及び戸建住宅の建設販売、事務所ビルの賃貸、不動産の管理等 

(2) 金融事業  ：金融サービス事業及び投資事業 

      ３．セグメント別資産の著しい金額の変動 

 第３四半期連結累計期間において、当社の連結子会社であった株式会社EMCOM CAPITALの外国為替証拠金取引

（ＦＸ）事業及び有価証券関連事業を譲渡したことにより、金融事業の資産が前連結会計年度末比8,880,774千

円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

不動産事業 金融事業 計 消去又は全社 連結 計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

185,219 5,561,172 5,746,392 ― 5,746,392

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 185,219 5,561,172 5,746,392 ─ 5,746,392

営業利益又は営業損失(△) △5,100 1,815,777 1,810,676 △465,496 1,345,180

不動産事業 金融事業 計 消去又は全社 連結 計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

124,448 5,181,838 5,306,287 ― 5,306,287

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,572 17,549 22,122 △22,122 ―

計 129,020 5,199,388 5,328,409 △22,122 5,306,287

営業利益又は営業損失(△) △22,526 2,284,544 2,262,017 △377,676 1,884,341
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略

しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略

しております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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