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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 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3四半期 3,336 26.2 253 ― 259 ― 124 ―
22年3月期第3四半期 2,645 △41.5 △2 ― △8 ― △9 ―

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 15.16 ―
22年3月期第3四半期 △1.13 ―

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 21,405 4,844 22.6 598.08
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3四半期  4,844百万円 22年3月期  4,843百万円

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  
 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。 

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 ― 3.00 ―
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。 



(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です。 

(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
の変更の有無です。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  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3Q  200,090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  8,231,502株 22年3月期3Q  8,300,000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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 第２四半期末および期末を基準日として、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としています。期末の配当予想額につきましては、配当性向  
20％を目標として、その決算数値が開示可能となるまでに開示する方針です。 
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た、この説明会の模様を動画化し、資料とともに速やかに当社ホームページに掲載する予定で

す。 
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当第３四半期累計期間の日本経済は、円高傾向が続く厳しい経営環境に加え、エコカー補助金などに

関わる駆け込み需要の反動から個人消費や鉱工業生産の伸びにやや翳りが見られました。しかし、企業

収益の改善基調に伴う設備投資の先行き持ち直し期待や、新興国の堅調な景気動向、米国景気の回復期

待の高まりなどを背景に、日本経済が引き続き緩やかな回復傾向にあるとの見方に大きな変化はありま

せんでした。 

  

 外国為替市場においては、昨年９月中旬に日本政府・日銀によるドル買い円売り介入が約６年ぶりに

実施されたものの、10月になると更なる円売り介入に対する警戒感が徐々に薄れ始めたことに加え、米

国における追加金融緩和観測が台頭したことなどから、11月初めには80円台前半まで米ドル安・円高が

進みました。その後、米国オバマ政権によるブッシュ減税の延長決定を契機とした米国金利の上昇を受

けて、12月初めには米ドル／円相場が一時84円台まで値を戻す場面もありましたが、欧州周辺国におけ

る債務問題の深刻化に伴うユーロ売り圧力から、ユーロ／円相場では引き続き円高傾向が続きました。

こうした根強い円買い地合いを背景に米ドル／円相場も再び円高方向に押される展開となり、12月末に

はクリスマス・年末休暇による薄商いのなか、一時81円を割り込むレベルまで円高が進みました。 

 外国為替保証金取引（FX）業界では、８月の保証金規制導入に伴う取引高の減少に歯止めがかかりつ

つある状況のなか、平成23年度にも予定されている保証金規制強化を睨み各社が引き続き各種キャンペ

ーンの実施やサービス拡充を通してお客様の獲得競争を強めています。 

  

 このような環境の下、当社は、今後外国為替保証金取引（FX）業界が「事業者の総合力が問われる時

代を迎える」との認識に基づき、前四半期までと同様に「総合力」の基盤を固めるべく様々な取り組み

を実施してきました。お客様の取引利便性向上のため、リッチクライアント版取引ツール

「PrimeNavigator」の機能強化をはじめとし、11月にはスマートフォンに対応したブラウザ版取引ツー

ルのサービス提供を開始しました。また、外国為替オプション取引『選べるHIGH・LOW』に新たな選択

コースを追加して取引機会の拡大を図るとともに、各種キャンペーンを継続的に実施し、お客様の期待

に応えるべく魅力ある商品・サービスの提供に努めました。 

 こうした取り組みにより11月にはお客様口座数が10万口座を突破しましたが、更にお客様基盤を強固

なものとするために、個人顧客基盤を保有する企業との提携を推進し、12月には富士通株式会社とお客

様紹介に関する業務提携を実施するに至りました。また、女性ブロガー限定FXセミナーを実施するな

ど、新たなお客様層開拓に向けた取り組みも強化しました。 

  

以上の結果、当第３四半期会計期間末の外国為替保証金取引の口座数は101,910口座（前事業年度末

比21.2％増）、外国為替保証金取引預り保証金は13,262百万円（前事業年度末比15.2％増）と堅調に増

加しました。また、当第３四半期累計期間の外国為替取引高は2,650億通貨単位（前年同期比58.1％

増）と増加し、営業収益は3,336百万円（前年同期は2,645百万円）、営業利益は253百万円（同２百万

円の営業損失）、経常利益は259百万円（同８百万円の経常損失）、そして四半期純利益は124百万円

（同９百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比3,234百万円増の21,405百万円となりました。

これは主に現金及び預金の増加1,981百万円、顧客区分管理信託の増加1,218百万円、外国為替保証金

1. 当四半期の業績等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
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取引評価勘定の増加1,101百万円の一方で、未収入金の減少544百万円、外国為替取引差入担保金の減

少503百万円等により流動資産が3,078百万円増加したこと、並びに、リース資産およびソフトウエア

の取得等により固定資産が156百万円増加したことによるものです。 

 負債は、前事業年度末比3,234百万円増の16,561百万円となりました。これは主に外国為替保証金取

引預り保証金の増加1,749百万円、外国為替取引預り担保金の増加941百万円、外国為替取引未払金の

増加211百万円、リース債務の増加160百万円等によるものです。 

 純資産は、四半期純利益124百万円による増加の一方で、配当の支払57百万円および自己株式の取得

66百万円に伴う減少により4,844百万円となりました。 

  

 当第３四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1,981百万円増加し

4,817百万円となりました。 

 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３四半期累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229百万円

に加えて、増加要因として外国為替保証金取引預り保証金の増加1,749百万円、外国為替取引預り

担保金の増加941百万円、法人税等の還付額549百万円、外国為替取引差入担保金の減少503百万

円、外国為替取引未払金の増加211百万円がある一方で、減少要因として、顧客区分管理信託の増

加1,218百万円、外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増加1,101百万円等があったことによ

り、2,437百万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３四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収

入59百万円がある一方で、無形固定資産の取得による支出224百万円、有形固定資産の取得による

支出11百万円、資産除去債務の履行による支出８百万円により、184百万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３四半期累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

147百万円、自己株式の取得による支出67百万円、配当金の支払額56百万円により、272百万円の減

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。 

  

 今年度に続き平成23年度にも保証金規制の強化が予定されていますが、保証金規制開始直後の昨年８

月以降に一時的にFX業界全体の取引高が減少したことからも、業界を取り巻く環境は今後厳しさを増す

ことが予想されます。その一方で、経営基盤の脆弱な事業者の淘汰が進むことやハイリスクイメージの

払拭などにより、FX業界の健全化が加速する利点も見込まれます。 

 また昨年12月末に平成23年度税制改正大綱が決定し、平成24年より店頭FXと取引所FXで異なる税制が

② キャッシュ・フローの状況

(3) 業績予想に関する定性的情報
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統一され、税負担の公平化が予定されています。個人投資家による外貨資産への投資意欲がますます強

まるなか、規制強化による業界の健全化と税負担の公平化が図られることで、FXの市場規模は更に拡大

することが期待されます。 

  

 以上の環境において、当社は「FX事業者の総合力が問われる時代を迎える」との強い認識のもと、業

界の手本となるリーディングカンパニーを目指し、「総合力」の更なる充実のため、強固なお客様基盤

の構築、新たな商品・サービスの提供、既存ビジネスの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。 

 お客様の取引利便性の向上を目的として、本年１月初めにはスマートフォンに対応したブラウザ型

「テクニカル搭載型高機能チャート」の提供に加え、マーケット情報の充実のために新コンテンツ「ネ

コの目」の配信も開始しました。また１月下旬には外国為替オプション取引『選べるHIGH・LOW』に新

たに『選べるHIGH・LOW ワンタッチ』を追加し、更には３月までに「大証FX」への参入を開始すべく

着実に準備を進めています。その他の新しい商品・サービスについても、現在様々な検討を進めてお

り、決定次第公表していきます。 

  

 平成23年度に予定されている更なる保証金規制強化の当社の業績に与える影響については不明です

が、規制強化に伴いお客様が今後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。 

  

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、当第３四半期累計期間の営業利益および経常利益が２百万円、税引前四半期純利益が15

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

現金及び預金 4,817,430 2,835,873

顧客区分管理信託 12,886,725 11,668,253

売掛金 735 1,235

前払費用 39,739 54,987

繰延税金資産 27,614 91,661

外国為替保証金取引未収入金 621 770

外国為替取引未収入金 105,703 114,649

外国為替保証金取引評価勘定 2,011,818 910,732

外国為替取引評価勘定 － 88,578

外国為替取引差入担保金 100,080 603,110

その他のデリバティブ資産 － 299

未収入金 12,942 557,930

その他 23,941 20,855

流動資産合計 20,027,353 16,948,939

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 49,921 46,472

工具、器具及び備品（純額） 3,972 4,583

リース資産（純額） 495,146 342,870

有形固定資産合計 549,039 393,926

無形固定資産

意匠権 1,245 1,481

ソフトウエア 704,119 605,087

ソフトウエア仮勘定 － 35,070

その他 717 369

無形固定資産合計 706,082 642,008

投資その他の資産

長期前払費用 2,655 2,210

繰延税金資産 22,969 26,633

敷金及び保証金 97,544 157,330

投資その他の資産合計 123,168 186,173

固定資産合計 1,378,291 1,222,108

資産合計 21,405,645 18,171,047
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(単位：千円）

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

外国為替保証金取引未払金 292,740 227,442

外国為替取引未払金 252,644 41,016

未払金 182,508 236,820

未払費用 20,761 2,457

リース債務 213,346 144,771

未払法人税等 40,773 －

外国為替保証金取引預り保証金 13,262,732 11,512,872

外国為替取引預り担保金 1,813,996 872,292

その他のデリバティブ負債 － 299

預り金 10,235 5,124

賞与引当金 14,794 19,834

外国為替取引評価勘定 108,725 －

設備関係未払金 13,370 38,136

その他 472 －

流動負債合計 16,227,101 13,101,068

固定負債

リース債務 318,467 226,135

資産除去債務 15,650 －

固定負債合計 334,117 226,135

負債合計 16,561,218 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 2,381,100 2,314,093

利益剰余金合計 2,381,100 2,314,093

自己株式 △66,424 －

株主資本合計 4,844,426 4,843,843

純資産合計 4,844,426 4,843,843

負債純資産合計 21,405,645 18,171,047
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：千円）

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

外国為替取引損益 2,610,490 3,221,032

手数料収入 7 51,308

その他のデリバティブ取引損益 － 1,330

その他 34,715 63,266

営業収益合計 2,645,213 3,336,937

営業費用

販売費及び一般管理費

役員報酬 66,940 70,820

役員賞与 6,015 －

給料手当及び福利費 354,496 367,039

賞与引当金繰入額 9,885 14,794

退職給付費用 21,132 22,184

広告宣伝費 486,746 347,884

調査費 52,496 51,108

システム経費 911,171 779,204

支払手数料 126,828 764,157

業務委託費 111,562 103,881

租税公課 104,608 105,763

減価償却費 211,753 304,138

賃借料 123,915 96,081

その他 60,492 55,929

販売費及び一般管理費合計 2,648,043 3,082,987

営業利益又は営業損失（△） △2,830 253,950

営業外収益

受取利息 1 620

還付加算金 － 14,559

その他 8 23

営業外収益合計 9 15,203

営業外費用

支払利息 6,131 8,243

自己株式取得費用 － 1,540

営業外費用合計 6,131 9,784

経常利益又は経常損失（△） △8,951 259,369

特別損失

固定資産除却損 － 13,025

リース解約損 － 1,557

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,237

その他 － 2,353

特別損失合計 － 30,172

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △8,951 229,196

法人税、住民税及び事業税 2,075 36,708

法人税等調整額 △1,682 67,711

法人税等合計 393 104,419

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,345 124,777
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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

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △8,951 229,196

減価償却費 211,753 304,138

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） △85,023 △5,040

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,175 －

固定資産除却損 － 13,025

リース解約損 － 1,557

受取利息 △1 △620

支払利息 6,131 8,243

保証金分別信託の増減額(△は増加) 10,425,865 －

顧客区分管理信託の増減額(△は増加) △11,518,253 △1,218,472

売掛金の増減額(△は増加) 3,053 500

前払費用の増減額（△は増加） 63,231 15,247

外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) 111 149

外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) △218,294 8,945

外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額
(△は増加)

274,722 △1,101,086

外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増
加)

7,838 88,578

外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） △391 503,030

その他のデリバティブ資産の増減額（△は増加） － 299

長期前払費用の増減額（△は増加） 802 △445

外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) 23,646 65,297

外国為替取引未払金の増減額(△は減少) 109,595 211,627

未払金の増減額（△は減少） △82,532 △53,308

未払費用の増減額（△は減少） 9,090 18,304

外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) 1,777,012 1,749,859

外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) 414,249 941,703

その他のデリバティブ負債の増減額（△は減少） － △299

預り金の増減額（△は減少） 6,099 5,110

外国為替取引評価勘定(流動負債)の増減額(△は減
少)

－ 108,725

その他 17,533 △5,005

小計 1,423,113 1,902,501

利息及び配当金の受取額 1 383

利息の支払額 △6,128 △8,243

リース解約損の支払額 － △1,557

法人税等の支払額 △1,238,812 △4,546

法人税等の還付額 － 549,158

営業活動によるキャッシュ・フロー 178,173 2,437,696
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（単位：千円）

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

有形固定資産の取得による支出 － △11,323

無形固定資産の取得による支出 △276,169 △224,235

敷金及び保証金の差入による支出 △1,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 12,458 59,786

資産除去債務の履行による支出 － △8,250

投資活動によるキャッシュ・フロー △264,711 △184,022

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 △91,742 △147,426

自己株式の取得による支出 － △67,965

配当金の支払額 △206,107 △56,724

財務活動によるキャッシュ・フロー △297,850 △272,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △384,388 1,981,557

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 2,592,416 4,817,430
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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） 

  該当事項はありません。 

  

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） 

 当社は、平成22年８月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を200,000株取得しました。こ

の結果、当第３四半期会計期間末における自己株式数は200,090株、自己株式残高は66百万円となっ

ています。 

(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

ＦＸプライム㈱（8711）平成23年３月期 第３四半期決算短信（非連結）

－10－



 
(注) １ 各期の２Qから４Qの営業収益、営業利益(△は損失)、四半期純利益(△は損失)は、当累計実績から前累

計実績を控除した数値です。 

２ ROEの算出式は以下のとおりです。 

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

３ 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 1,015 997

営業利益 
（△は損失）

(百万円) 15 △21 3 92 228 17 7

四半期純利益 
（△は損失）

(百万円) 3 △14 1 48 114 5 4

営業収益営業利益率
（△は損失）

(％) 1.6 △2.4 0.4 9.8 17.3 1.8 0.7

純資産 (百万円) 4,808 4,793 4,795 4,843 4,925 4,894 4,844

総資産 (百万円) 16,584 17,576 17,660 18,171 21,230 21,904 21,405

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 0.65 0.55

１株当たり純資産額 (円) 579.32 577.58 577.76 583.60 593.45 597.57 598.08

自己資本比率 (％) 29.0 27.3 27.2 26.7 23.2 22.3 22.6

ROE (％) 0.3 △1.2 0.1 4.0 9.4 0.4 0.4

自己資本規制比率 (％) 424.5 397.0 401.6 423.9 409.3 384.9 390.2

外国為替取引高 (百万通貨) 46,704 58,238 62,735 75,809 102,556 83,312 79,207

総口座数 61,147 71,423 78,582 84,089 90,352 96,355 101,910

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 13,559 13,262

株価

高値 (円) 797 629 480 412 392 352 348

安値 (円) 605 400 290 328 295 305 316
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