
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年1月27日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 インヴァスト証券株式会社 上場取引所 大 
コード番号 8709 URL http://www.invast.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川路 猛
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 坂本 純一 TEL 03-3595-0423
四半期報告書提出予定日 平成23年2月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 2,289 △25.6 2,279 △25.4 △115 ― △105 ― △138 ―
22年3月期第3四半期 3,077 △32.7 3,054 △31.6 △68 ― △71 ― △285 ―

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3四半期 △2,153.49 ―
22年3月期第3四半期 △4,450.50 ―

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3四半期 69,581 9,466 13.6 147,583.04
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3四半期  9,462百万円 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） 
（％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  
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4四半期業績予想（平成23年1月1日～平成23年3月31）については、[添付資料]P.2【業績予想】をご覧ください。 

営業収益 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 2,942 △31.5 △295 ― △285 ― △318 ― △4,960.99



(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.5「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3Q 64,114株 22年3月期  64,114株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 64,114株 22年3月期3Q 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４四半期業績予想（平成23年１月１日～平成23年３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、平成23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、第３四半期中に積極的な新規口座開設キャンペーンを展開してまいりました。その結果、平成22年12月末の取引

所ＦＸ「くりっく365」に係る預り証拠金残高は434億92百万円（全事業合計483億96百万円）となり、また、店頭ＦＸ

「ＦＸ24」についても、安定性が高い取引システムと低コストでのサービス提供の認知がすすみ、お客様に評価をいた

だいたことで、取引の増加ペースが加速しております。 

  

 こうした状況をうけ、取引所ＦＸ「くりっく365」におきましては、新規開設口座を対象とするキャンペーン「200枚

（取引単位）までの取引手数料を実質無料、200枚を超える取引については、業界 安値水準手数料の片道20円（税

込）」の期間を２月末日まで延長することを決定し、店頭ＦＸ「ＦＸ24」においても、１月限定で、人気が高い２通貨

ペアを中心に、スプレッドを大幅に縮小（米ドル／円0.5銭、ユーロ／米ドル0.5pipsの原則固定）してサービスを提供

しております。（内容はいずれも、本資料発表日現在） 

  

 以上のキャンペーン、新規口座開設数の増加に伴う販売費・一般管理費等の要因を踏まえた結果、平成23年３月期第

４四半期については、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（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４四半期会計期間 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

（平成23年１月１日～平成23年３月31日）  653  △46.3  △180 ―  △180 ―  △180 ―  △2,807  50

 平成23年３月期通期 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）  2,942  △31.5  △295 ―  △285 ―  △318 ―  △4,960  99
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（１）経営成績に関する定性的情報  

当第３四半期累計期間の我が国経済は、当初は中国を中心としたアジア諸国への輸出が好調だったことから改

善傾向が見られたものの、年末にかけては海外経済の減速による輸出減に急激な円高が追い打ちをかけ、景況感は

７四半期ぶりに悪化しました。国内景気の先行きについては、これまで牽引役であった民間消費が、エコカー補助

金やエコポイントの期限切れなどにより反動減となることが懸念されており、調整色の強い展開が予想されていま

す。 

外国為替市場は、４月は米国の雇用環境が底堅かったことなどからドル円は95円近辺まで上昇する場面があり

ましたが、５月にはギリシャショックが顕在化したことから円買いが台頭し、ドル円は急落しました。その後も米

国の金融緩和政策や南欧不安などに対するリスク回避からドル離れは続き、９月に日銀が約６年ぶりにドル買い/

円売り介入を行ったものの、ドル安/円高の流れは止まらず、11月には15年ぶりの円高水準となる80円台前半まで

ドル円は下落しました。 

一方、好景気による金利上昇と資源高によって豪ドルは５月以降、右肩上がりで推移し、東京金融取引所の外

国為替証拠金取引「くりっく365」では、2010年の豪ドル円の出来高は米ドル円の出来高を上回りました。 

株式市場は、４月には円安の流れを受けて日経平均が年初来の高値を記録したものの、為替が一貫して円高傾

向となったことを受け８月には年初来安値となる8,824円まで下落しました。しかしその後は経済指標に改善が見

られたことや、11月には追加金融緩和を実施した米国経済への回復期待から上昇に転じました。 

商品市場は世界経済不安からリスク回避のために流出した資金を受け入れ、金がＮＹ市場で史上 高値を更新

するなど、上昇傾向を鮮明にしました。 

  

このような状況のもと、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と比べて、第１次レバレッジ規制による影

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会社等の新規参入により、同業者間での手数料の引

き下げ競争は激化し、広告宣伝費等の顧客獲得コストは上昇しました。 

こうした中、当社は、顧客数、預り証拠金等の事業基盤の強化が急務であると認識し、先行投資として積極的な

新規口座開設キャンペーンを展開しました。  

具体的には、取引所ＦＸ「くりっく365」において、新規口座開設者の取引手数料を、200枚（取引単位）まで実

質無料としたほか、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））とするキャンペ

ーンを行いました。 

その結果、当第３四半期会計期間末の「くりっく365」の累計口座開設数は59,714口座、預り証拠金残高は434

億92百万円となり、「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ております。 

これにより、第１次レバレッジ規制の影響は若干あったものの、取引所ＦＸの受取手数料は「くりっく365」と

「大証ＦＸ」をあわせて19億46百万円（前年同四半期比95.4％）と堅調に推移しました。 

店頭ＦＸ「ＦＸ24」においては、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 も狭い水準まで縮小してサービスを提供しましたが、取引単位あ

たりの収益が減少したこと等により、当第３四半期累計期間におけるトレーディング益は２億44百万円（同

44.6％）となりました。  

また、当社は収益源の多様化を図るための新規事業として、平成22年11月より、取引所株価指数証拠金取引

（「くりっく株365」）事業を開始しております。 

なお、当第３四半期会計期間末における取引所ＦＸ、店頭ＦＸ及び店頭ＣＦＤ等を加えた当社の全事業合計の

預り証拠金残高は483億96百万円（平成22年３月末比40億88百万円増）となりました。   

しかしながら、キャンペーン適用顧客の増加により、売買あたりの収益が低下したこと等もあり、営業収益は

22億89百万円（前年同四半期比74.4％）、これから金融費用を差し引いた純営業収益は22億79百万円（同74.6％）

となりました。 

一方、販売費・一般管理費は、新規口座開設数の増加に伴う成功報酬型の広告宣伝費の増加により、23億94百

万円（同76.7％）となり、営業損失は１億15百万円（前年同四半期は68百万円の営業損失）、経常損失は１億５百

万円（前年同四半期は71百万円の経常損失）となりました。  

これに特別利益35百万円と特別損失64百万円を計上した結果、四半期純損失は１億38百万円（前年同四半期は

四半期純損失２億85百万円）となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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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３四半期累計期間の受入手数料の合計は20億16百万円（前年同四半期比81.6％）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       19億46百万円（同95.4％） 

  ・店頭デリバティブ取引の仲介に係る受取手数料        69百万円（同252.5％）  

  

② トレーディング損益 

 当第３四半期累計期間におけるトレーディング損益は、２億44百万円（前年同四半期比44.6％）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。  

   

③ 金融収支 

 当第３四半期累計期間における金融収益は、27百万円（前年同四半期比55.2％）となりました。一方、金融費

用も同様に減少し10百万円（同46.9％）となり、これを差し引いた金融収支は16百万円（同62.6％）となりまし

た。当第３四半期累計期間での金融収支の主な発生要因は店頭ＣＦＤ取引によるものであります。 

  

④ 販売費・一般管理費 

 当第３四半期累計期間における販売費・一般管理費は、23億94百万円（前年同四半期比76.7％）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                11億12百万円（前年同四半期比104.6％） 

・人件費                  ３億70百万円（同60.1％） 

・不動産関係費               ４億31百万円（同67.6％） 

・事務費                    30百万円（同28.1％） 

・減価償却費                ３億99百万円（同63.1％） 

・租税公課                   22百万円（同74.1％） 

・その他                    27百万円（同84.9％） 

  

⑤ 特別利益 

 当第３四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３四半期累計期間においては64百万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。 

 ・訴訟関連費用                 28百万円※  

 ・システム障害による弁済金           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 

  

※当社は、平成20年12月12日、投資事業有限責任組合ＫＳロマン１号およ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、民法第715条の使用者責任に基づ

き、当社の元使用人と連帯して損害を賠償するよう求められておりましたが、平成23年１月18日、当社に支

払義務はないとの東京地方裁判所の勝訴判決が言い渡されましたので、訴訟に係る弁護士費用等の訴訟関連

費用28百万円を特別損失に計上しております。 
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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３四半期会計期間末における総資産は、695億81百万円となり、前事業年度末比89億81百万円の増加とな

りました。その主な要因は、受入保証金の増加により顧客分別金信託・顧客区分管理信託等の預託金が15億18百

万円増加したこと、また取引所・カバー先金融機関等への差入保証金が増加し、短期差入保証金が31億38百万円

増加したこと、その一方で現金・預金は８億35百万円減少したことであります。また、取引高増加に伴い外為取

引にかかる未収入金が未収入金と合計で前事業年度末より54億19百万円増加しております。固定資産はソフトウ

ェア等の新規取得があったものの、減価償却等により２億58百万円減少しました。 

負債は、前事業年度末と比較して91億14百万円増加し、601億14百万円となりました。これは主に、顧客から

の受入保証金が40億88百万円増加したことに加え、外為取引未払金が未払金と合計で前事業年度末より51億61百

万円増加したこと、一方では未払費用が１億18百万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１億33百万円減少して94億66百万円となりました。これは四半期純損

失１億38百万円の計上とストックオプションによる新株予約権４百万円を計上したことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前事業年度末

残高に比べ17百万円減少し、65億32百万円となりました。当第３四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１億27百万円の資金増加（前年同四半期は19億62百万円の増加）となり

ました。主な増加項目は、受入保証金の増加による40億88百万円、外為取引未払金の増加による51億14百万円等

による収入であります。一方、主な減少項目は、顧客分別金信託の増加による４億45百万円、短期差入保証金の

増加による31億38百万円、外為取引未収入金の増加による53億97百万円、未払費用の減少による１億18百万円等

の支出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、１億34百万円の資金減少（前年同四半期は２億82百万円の減少）とな

りました。減少の主な項目は、有形及び無形固定資産の取得による１億86百万円の支出であります。 

一方、主な増加項目は、本店の一部フロア返還に伴う長期差入保証金の返還等による55百万円の収入によるも

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、10百万円の資金減少（前年同四半期は21百万円の減少）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４四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。 

  

  

（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、営業損失が０百万円、経常損失が０百万円増加し、税引前四半期純損失が３百万円増加して

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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,190 2,026

預託金 9,210 7,691

顧客分別金信託 5,604 4,500

顧客区分管理信託 3,311 3,165

その他の預託金 295 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 44,811 41,672

未収入金 43 7,047

外為取引未収入金 12,422 －

未収収益 23 23

その他の流動資産 170 174

貸倒引当金 △9 △12

流動資産計 67,863 58,623

固定資産   

有形固定資産 131 151

無形固定資産 826 921

のれん 552 781

ソフトウエア 258 108

その他 15 30

投資その他の資産 760 903

投資有価証券 323 323

長期前払費用 371 462

その他 114 157

貸倒引当金 △49 △39

固定資産計 1,718 1,976

資産合計 69,581 60,600

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

-6-



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3 6

受入保証金 48,396 44,307

未払金 116 6,117

外為取引未払金 11,163 －

未払費用 223 341

未払法人税等 12 14

賞与引当金 3 7

リース債務 14 14

流動負債計 59,933 50,809

固定負債   

長期未払金 47 48

リース債務 15 26

繰延税金負債 1 －

資産除去債務 12 －

その他の固定負債 － 0

固定負債計 76 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 60,114 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 △138 △564

株主資本合計 9,463 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 4 －

純資産合計 9,466 9,600

負債・純資産合計 69,581 60,600
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（２）四半期損益計算書 
第３四半期累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

営業収益   

受入手数料 2,472 2,016

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 2,041 1,946

その他 126 69

トレーディング損益 547 244

金融収益 49 27

その他の営業収益 8 1

営業収益計 3,077 2,289

金融費用 23 10

純営業収益 3,054 2,279

販売費・一般管理費   

取引関係費 1,063 1,112

人件費 615 370

不動産関係費 638 431

事務費 109 30

減価償却費 632 399

租税公課 30 22

その他 32 27

販売費・一般管理費計 3,123 2,394

営業損失（△） △68 △115

営業外収益   

受取配当金 － 6

未払配当金除斥益 － 4

その他 12 2

営業外収益計 12 12

営業外費用   

遊休資産維持管理費 － 1

その他 14 0

営業外費用計 14 2

経常損失（△） △71 △105

特別利益   

事業譲渡益 50 －

保守契約等違約損失戻入益 67 －

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 5 －

特別利益計 144 35
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（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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 123 －

リース解約損 7 －

保守契約等違約損失 19 －

事業撤退損 136 －

訴訟損失引当金繰入額 5 －

減損損失関連費用 14 －

訴訟関連費用 － 28

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 9 0

特別損失計 353 64

税引前四半期純損失（△） △280 △133

法人税、住民税及び事業税 4 2

法人税等調整額 － 1

法人税等合計 4 4

四半期純損失（△） △285 △138
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第３四半期会計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

営業収益   

受入手数料 636 499

取引所為替証拠金取引に係る受取手数料 589 482

その他 46 17

トレーディング損益 121 33

金融収益 1 9

その他の営業収益 2 0

営業収益計 761 542

金融費用 0 3

純営業収益 761 539

販売費・一般管理費   

取引関係費 311 368

人件費 132 123

不動産関係費 240 152

事務費 13 7

減価償却費 171 136

租税公課 8 5

その他 2 △1

販売費・一般管理費計 880 792

営業損失（△） △118 △253

営業外収益   

その他 3 0

営業外収益計 3 0

営業外費用   

遊休資産維持管理費 － 0

その他 5 0

営業外費用計 5 0

経常損失（△） △120 △253

特別利益   

保守契約等違約損失戻入益 12 －

その他 2 －

特別利益計 15 －

特別損失   

商品取引責任準備金繰入額 0 －

減損損失 52 －

減損損失関連費用 14 －

保守契約等違約損失 3 －

訴訟損失引当金繰入額 1 －

訴訟関連費用 － 28

その他 5 －

特別損失計 77 28

税引前四半期純損失（△） △183 △281

法人税、住民税及び事業税 0 0

法人税等合計 0 0

四半期純損失（△） △184 △282
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △280 △133

減価償却費 632 399

減損損失 123 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 6

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） △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 －

固定資産売却損益（△は益） △1 －

固定資産処分損益（△は益） 36 0

訴訟関連費用 － 28

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 5 －

受取利息及び受取配当金 △13 △14

支払利息 1 3

株式報酬費用 － 4

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △1,111 △445

顧客区分管理信託の増減額（△は増加） － 3

金融先物取引信託金の増減額（△は増加） 1,059 －

トレーディング商品の増減額 △2 0

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） 40 7

短期差入保証金の増減額（△は増加） △3,557 △3,138

預り金の増減額（△は減少） 709 △3

受入保証金の増減額（△は減少） 2,989 4,088

未収入金の増減額（△は増加） 1,785 △47

未払金の増減額（△は減少） △1,589 23

外為取引未収入金の増減額（△は増加） － △5,397

外為取引未払金の増減額（△は減少） － 5,114

未払費用の増減額（△は減少） △128 △118

その他 459 △269

小計 2,116 97

利息及び配当金の受取額 17 12

利息の支払額 △1 △2

保守契約等違約金の支払額 △19 －

リース解約損による支出 △7 －

事業の撤退による支出 △136 －

損害賠償金の受入額 － 25

法人税等の支払額 △8 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,962 127
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（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

事業承継による支出 △80 －

事業承継による収入 457 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △787 △186

有形及び無形固定資産の売却による収入 4 －

長期差入保証金の差入による支出 △1 △3

長期差入保証金の返還による収入 124 55

その他 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △282 △134

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 △20 △10

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △21 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,658 △17

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 5,697 6,532
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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３四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）及び当第３四半期会計期間（自平成22

年10月１日 至平成22年12月31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３四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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ＣＦＤ・

商品ＣＦＤ）事業を含んでおります。 

   ２．純営業収益の調整額509百万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。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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ＣＦＤ・

商品ＣＦＤ）事業を含んでおります。 

   ２．純営業収益の調整額130百万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  1,440  240  1,681  87  1,769  509  2,279

セグメント利益

又は損失（△） 
 △20  △125  △146  30  △115 ―  △115

  
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  352  31  384  23  408  130  539

セグメント利益

又は損失（△） 
 △109  △145  △254  0  △253 ―  △253
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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３四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３四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

（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３四半期累計期間では、「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３四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３四半期累計期間の

「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17億77百万円の資金の増加、「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16億９百万円の資金の減少であります。 

当第３四半期会計期間 

（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

（四半期貸借対照表） 

１． 前第３四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３四半期会計期間に「現金・預金」に含めた額は29億43百万円であります。 

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３四半期会計期間では「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３四半期会計期間では「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３四半期会計期間に「未収入金」に含めた「外為取引未収入金」の額は、62億10百万円であります。 

また、前第３四半期会計期間に「未払金」に含めた「外為取引未払金」の額は、52億17百万円であります。 

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３四半期会計期間に「投資その他の資産」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４億88百万円であります。 
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平成23年３月期 第３四半期決算概況資料  

  

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３四半期累計 

第52期 

第３四半期累計 

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

2,041

126

(84)

(27)

(13)

― 

 

― 

 

 

(―) 

 

(―) 

1,946

69

(69)

― 

 

― 

 

 

(―)

(―)

95.4

55.2

(252.5)

合計  2,472  2,016  81.6

  第51期 第３四半期累計 第52期 第３四半期累計 
前年同四半期比 

（％） 

店頭為替証拠金取引によるもの  

対面証券事業によるもの 

その他  

 

 

 ― 

407

139

 

― 

  

244

△0

 

― 

― 

59.9

合計  547  244  44.6

  第51期 第３四半期末 第52期 第３四半期末 

基本的項目 資本合計 （Ａ）  9,879  9,462

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  13  9

  計 （Ｂ）  129  114

控除資産  （Ｃ）  2,890  2,175

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ）  7,119  7,401

リスク相当額 市場リスク相当額  0  2

  取引先リスク相当額  46  50

  基礎的リスク相当額  788  493

  計 （Ｅ）  835  546

自己資本規制比率  （Ｄ）／（Ｅ）×100（％）  852.6  1,353.9

  第51期 第３四半期末 第52期 第３四半期末 

役員  9  8

従業員  55  52
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損益計算書の四半期推移 

（単位：百万円）

  

期別 
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） 

当第３四半期 
(22.10.１ 
22.12.31) 

科目 

営業収益  761  1,216  1,069  678  542

受入手数料  636  1,066  922  593  499

トレーディング損益  121  141  136  74  33

金融収益  1  8  8  9  9

その他の営業収益  2  0  0  0  0

金融費用  0  2  3  3  3

純営業収益  761  1,213  1,065  674  539

販売費・一般管理費  880  1,000  874  727  792

取引関係費  311  495  423  320  368

人件費  132  118  127  120  123

不動産関係費  240  191  145  134  152

事務費  13  7  14  8  7

減価償却費  171  168  130  132  136

租税公課  8  9  10  6  5

その他  2  10  23  4  △1

営業損益  △118  213  190  △52  △253

営業外収益  3  4  11  0  0

営業外費用  5  2  1  0  0

経常損益  △120  216  201  △52  △253

特別利益  15  12 35 ― ― 

特別損失  77  506  36 ―  28

税引前四半期純損益  △183  △278  200  △52  △281

法人税、住民税及び事業税  0  0  0  0  0

法人税等調整額 ― ―  1 ― ― 

四半期純損益  △184  △279  198  △53  △282
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