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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(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）

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 4,691 4.2 4,644 4.4 △241 ― △229 ― △218 ―
22年3月期第3四半期 4,501 △20.4 4,448 △20.7 △368 ― △419 ― △610 ―

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 △31.30 ―
22年3月期第3四半期 △84.99 ―

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 44,439 4,629 10.4 664.24
22年3月期 40,395 4,856 12.0 696.86

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,629百万円 22年3月期  4,856百万円

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  
 当社では、内部留保の必要性、過去の配当実績及び連結業績の動向等を総合的に勘案し、期末配当として年１回の配当を実施することを基本方針とし
ております。このため、配当予想額につきましては通期連結業績の見通し等を踏まえて決定することとしており、公表が可能になった時点で速やかにお知
らせする予定であります。 

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月期の連結業績予想（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  
 当社グループの業績は、外国為替市場、証券市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示し
ておりません。 
 それに代えて、四半期及び通期の連結業績につきまして、その概略がまとまり次第、速やかにお知らせする予定です。 



(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、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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当社グループの業績は、外国為替市場、証券市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示し
ておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  7,350,000株 22年3月期  7,350,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  380,301株 22年3月期  380,278株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  6,969,706株 22年3月期3Q  7,181,558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、新興国向けの需要や、エコカー補助金、家電エコ

ポイントなどを背景に一部には持ち直しの動きが出ております。しかしながら、依然として雇用情勢は

改善されず厳しい状況が続いており、景気の先行きも、景気刺激策の終了や縮小による消費の反動減や

円高による輸出への影響が懸念され不透明感を増しております。 

このような環境の中、当社グループの主力事業である外国為替取引関連事業につきましては、新たな

収益の柱として、韓国ＦＸ業者との提携やアクティブ・トレーダー向けの取引システム「ディールＦ

Ｘ」、クラウド型のシステムトレード「エコトレＦＸ」が大きく成長し、順調に取引高を伸ばしており

ます。昨年８月のレバレッジ規制の施行の影響により一時的に取引高が減少したものの、その後は回復

しており、当第３四半期連結累計期間の外国為替取引関連事業の営業収益は34億39百万円(前年同期比

24.3％増)となりました。また、有価証券関連事業は、急激な円高の影響を受け日経平均株価が10,000

円を割り込む展開が長期化した中、当第３四半期連結累計期間における有価証券関連事業の営業収益は

12億51百万円(前年同期比27.5％減)となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結営業収益は、46億91百万円（前年同期比4.2％増）

となりました。 

一方、当第３四半期連結累計期間の連結営業費用は、インターネット広告先の見直しなどにより広告

宣伝費が減少したものの、取引高の増加に伴い従量制のシステム使用料や支払手数料などの変動費が増

加した結果、49億33百万円（前年同期比1.3％増、金融費用を含む）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結営業損益は２億41百万円の損失（前年同期は３億68百

万円の損失）、連結経常損益は２億29百万円の損失（前年同期は４億19百万円の損失）、連結四半期純

損益は２億18百万円の損失（前年同期は６億10百万円の損失）となりました。 

なお、セグメントの概況は次のとおりです。 

  

（外国為替取引関連事業） 

当第３四半期連結累計期間の外国為替市場は、欧州信用不安の再燃や米国経済の先行き懸念による円

高が進んでおります。このため、ユーロ円相場は一時的に１ユーロ＝105円台に突入し、ドル円相場は

期首の１ドル＝93円台から 終的に１ドル＝81円54銭で当第３四半期連結累計期間を終えております。

こうした事業環境の中、当社グループでは、昨年８月に施行されたレバレッジ規制による収益への影

響を和らげるため、韓国ＦＸ業者とのＢtoＢ取引の拡大、低スプレッドと高約定率を両立させた取引シ

ステム「ディールＦＸ」の本格提供、選ぶだけでシステムトレードが行える「エコトレＦＸ」の積極展

開を進め、新たな収益の柱として成長させました。これらによる取引高は、すでに当第３四半期連結累

計期間においてＦＸ取引高の43.8％を占めるほどになっており、今後さらに拡大していくものと考えて

おります。昨年８月のレバレッジ規制後は、円高の影響も受け一時的に取引高が減少しましたが、その

後実施しました主力通貨ペアのスプレッド縮小が功を奏し、昨年11月にはレバレッジ規制の施行前の水

準を越える取引高に増加しております。この結果、当第３四半期連結累計期間の外国為替取引関連事業

の営業収益は34億39百万円(前年同期比24.3％増)となりました。 

なお、当社グループでは、事業運営の一元化と経営資源の有効活用により、経営効率の向上と経営基

盤の強化を図るため、連結子会社ひまわり証券株式会社及びFX ZERO株式会社は平成22年11月1日付で合

併しております（存続会社はひまわり証券株式会社）。 

  

（有価証券関連事業） 

当第３四半期連結累計期間の証券市場におきましては、11,000円台からスタートした日経平均株価

が、世界同時株安や急激な円高の影響を受け昨年８月には一時9,000円を割り込む展開となりました。

その後も昨年11月下旬まで9,000円台で推移し、 終的に10,228円92銭で当第３四半期連結累計期間を

終えました。こうした事業環境の中、当社グループでは、業界で初めて日経225先物にマージンカット

機能を導入し高レバレッジで取引できるサービスを提供するなど、競争力の確保に努めてまいりまし

た。また、昨年７月から大阪証券取引所において当社グループの主力商品である株価指数先物・オプシ

ョン取引のイブニング・セッションの取引時間が午後11時30分までに延長され、顧客の取引機会の増大

が見込まれる環境となりました。これらの結果、収益の源泉である預り証拠金の残高は順調に増加し、

将来的に収益となる建玉も大きく増加しております。 

しかしながら、日経平均株価が10,000円を割る展開が長期化したことや、株式相場のボラティリティ

の低下から想定通りに収益を伸ばすことができず、当第３四半期連結累計期間における有価証券関連事

業の営業収益は12億51百万円(前年同期比27.5％減)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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（資産・負債・純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ40億44百万円増加し444億39百万円となり

ました。これは主に外国為替勘定が14億96百万円、短期差入保証金が12億15百万円、預託金が10億50百

万円それぞれ増加し、支払差金勘定が１億81百万円減少したためであります。 

負債総額は、前期末と比べ42億72百万円増加し398億10百万円となりました。これは主に外国為替受

入証拠金が22億34百万円、受入保証金が14億60百万円、信用取引負債が２億81百万円それぞれ増加し、

短期借入金が２億80百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前期末と比べ２億27百万円減少し46億29百万円となりました。これは主に四半期純損失２

億18百万円を計上したことにより利益剰余金が２億18百万円減少したためであります。なお、当第３四

半期連結会計期間末の自己資本比率は10.4％となっております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間の営業活動におけるキャッシュ・フローは10億17百万円（前年同期は△６

億３百万円）、投資活動によるキャッシュ・フローは△９億69百万円（前年同期は△４億71百万円）、

財務活動によるキャッシュ・フローは△３億83百万円（前年同期は１億17百万円）となりました。その

結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は期首より３億49百万円減少し、18億95百万

円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの詳細は以下のとおりであります。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、10億17百万円となりまし

た。主な増加項目は、外国為替受入証拠金の増加22億34百万円、受入保証金の増加14億60百万円、

顧客分別金信託の減少１億86百万円及び支払差金勘定の減少１億81百万円であります。一方、主な

減少項目は、税金等調整前四半期純損失２億60百万円の計上、外国為替勘定の増加14億96百万円、

外国為替取引顧客区分管理信託（預託金）の増加12億25百万円、短期差入保証金の増加12億15百万

円などであります。 

② 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、定期預金の預入、投資有価証券の取得及び売却、有形及

び無形固定資産の取得などにより△９億69百万円となりました。 

③ 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、短期借入金の減少及びリース債務の返済などにより△３

億83百万円となりました。 

  

当社は連結子会社を通じて金融商品取引業（外国為替証拠金取引・証券取引等）を営んでおり、当社

グループの業績は各事業の相場動向や市場流動性などのマーケット環境及びこれらを取り巻く経済環境

等に大きく影響を受けます。 

当第３四半期連結累計期間における連結営業収益の内訳をみましても、連結営業収益46億91百万円の

うち受入手数料が10億96百万円（連結営業収益に対する構成比23.4％）、トレーディング損益が34億39

百万円（同73.3％）、合計で45億36百万円（同96.7％）と相場動向等の影響を受ける収益が相当程度の

割合を占めております。このため、業績を予測することは困難であり、あえて業績予想値を開示するこ

とは、投資家の皆様の投資判断を誤らせる恐れがあります。したがいまして、当社は通常の業績予想を

開示しておりません。四半期及び通期の連結業績につきましては、その概略がまとまり次第、速やかに

お知らせする予定です。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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特定子会社の異動は、次のとおりであります。 

連結子会社ひまわり証券株式会社とFX ZERO株式会社において、平成22年11月１日付でひまわり証券

株式会社を存続会社、FX ZERO株式会社を消滅会社とする吸収合併を行っております。 

なお、当第３四半期連結会計期間において、連結範囲の変更はございません。 

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

  

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予想

やタックス・プランニングに、当第３四半期連結累計期間における大幅な変動による影響を加味し

たものを利用する方法によっております。 

  

「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第３四半期連結会計期間より、「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）、「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）、「『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）、「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。 

  

  

  

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12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,824,863 2,358,919

預託金 21,240,340 20,190,212

信用取引資産 1,202,610 921,352

短期差入保証金 13,068,625 11,853,177

支払差金勘定 44,088 225,176

立替金 6,927 131

外国為替勘定 3,864,619 2,368,061

繰延税金資産 295,640 319,027

その他 376,748 593,954

貸倒引当金 △20,924 △21,168

流動資産合計 42,903,540 38,808,845

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 72,964 83,392

器具及び備品（純額） 166,845 240,337

リース資産（純額） 96,257 20,345

有形固定資産合計 336,067 344,075

無形固定資産

リース資産 351,119 406,554

その他 193,614 242,752

無形固定資産合計 544,734 649,307

投資その他の資産

投資有価証券 93,719 87,022

長期未収債権 242,064 225,686

繰延税金資産 124,133 44,936

その他 706,364 729,426

貸倒引当金 △510,659 △494,148

投資その他の資産合計 655,623 592,924

固定資産合計 1,536,424 1,586,306

資産合計 44,439,964 40,395,152
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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12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

信用取引負債 1,202,610 921,352

預り金 911,669 800,252

受入保証金 13,433,392 11,973,383

外国為替受入証拠金 21,775,519 19,540,530

受取差金勘定 40,188 －

短期借入金 770,000 1,050,000

リース債務 156,470 127,506

未払法人税等 8,584 8,476

賞与引当金 12,600 44,496

その他 641,994 244,344

流動負債合計 38,953,030 34,710,343

固定負債

リース債務 301,387 340,644

退職給付引当金 484,786 422,406

繰延税金負債 1,132 2,775

固定負債合計 787,307 765,826

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 70,052 62,094

商品取引責任準備金 7 －

特別法上の準備金合計 70,060 62,094

負債合計 39,810,397 35,538,265

純資産の部

株主資本

資本金 3,460,000 3,460,000

資本剰余金 740,419 740,419

利益剰余金 628,911 847,090

自己株式 △194,651 △194,643

株主資本合計 4,634,679 4,852,866

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,112 4,021

評価・換算差額等合計 △5,112 4,021

純資産合計 4,629,567 4,856,887

負債純資産合計 44,439,964 40,395,152
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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４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(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 1,477,745 1,096,757

トレーディング損益 2,818,970 3,439,654

金融収益 34,180 27,025

その他 170,121 128,343

営業収益計 4,501,018 4,691,780

金融費用 52,031 46,891

純営業収益 4,448,986 4,644,888

販売費及び一般管理費

取引関係費 1,198,252 1,275,666

人件費 1,266,412 1,214,156

不動産関係費 164,680 164,394

事務費 121,976 114,704

電算機費 1,299,620 1,387,192

減価償却費 369,815 327,110

租税公課 14,609 38,008

貸倒引当金繰入れ － 11,726

その他 382,227 353,466

販売費及び一般管理費合計 4,817,595 4,886,427

営業損失（△） △368,608 △241,538

営業外収益

受取利息 14,003 12,341

その他 5,662 7,130

営業外収益計 19,666 19,471

営業外費用

持分法による投資損失 69,006 －

貸倒引当金繰入額 － 6,796

その他 1,531 579

営業外費用計 70,537 7,376

経常損失（△） △419,479 △229,443
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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４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 2,501 10,400

関係会社清算益 1,212 －

ゴルフ会員権売却益 45 －

持分変動利益 15,145 －

顧客譲渡益 － 11,037

その他 － 2,557

特別利益計 18,904 23,995

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 10,288 7,957

商品取引責任準備金繰入額 － 7

貸倒引当金繰入額 112,056 －

持分法による投資損失 117,416 －

役員退職慰労金 － 44,000

合併関連費用 － 3,036

その他 8,623 －

特別損失計 248,385 55,001

税金等調整前四半期純損失（△） △648,960 △260,449

法人税、住民税及び事業税 2,005 8,940

法人税等調整額 △40,581 △51,210

法人税等合計 △38,575 △42,270

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △218,178

四半期純損失（△） △610,384 △218,178
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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４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純損失（△） △648,960 △260,449

減価償却費 369,815 327,110

貸倒引当金の増減額（△は減少） 112,056 16,266

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,196 △31,896

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,400 62,380

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 10,288 7,957

受取利息及び受取配当金 △14,082 △12,478

支払利息 31,622 30,675

為替差損益（△は益） △7,009 13,905

持分法による投資損益（△は益） 186,423 －

持分変動損益（△は益） △15,145 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,501 △10,400

役員退職慰労金 － 44,000

合併関連費用 － 3,036

預託金の増減額（△は増加） 1,791 △723

短期差入保証金の増減額（△は増加） △1,475,923 △1,215,447

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △100,000 186,000

外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は
増加）

△2,886,176 △1,225,404

商品委託者保護基金預託の増減額（△は増加） － △10,000

長期未収債権の増減額（△は増加） 8,835 △16,647

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 2,644,905 2,234,989

外国為替勘定の増減額（△は増加） 716,739 △1,496,558

受入保証金の増減額（△は減少） 901,180 1,460,009

預り金の増減額（△は減少） 24,529 111,416

支払差金勘定の増減額（△は増加） △89,976 181,087

受取差金勘定の増減額（△は減少） － 40,188

その他 13,202 542,261

小計 △358,983 981,279

利息及び配当金の受取額 24,800 15,965

利息の支払額 △30,804 △30,588

法人税等の支払額 △238,437 △9,398

法人税等の還付額 － 104,156

役員退職慰労金の支払額 － △44,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △603,424 1,017,414
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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４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(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

定期預金の預入による支出 △64,000 △815,000

有形固定資産の取得による支出 △257,869 △46,518

無形固定資産の取得による支出 △84,586 △32,981

投資有価証券の取得による支出 △3,500 △70,177

投資有価証券の売却による収入 5,248 58,500

貸付けによる支出 △2,308 △6,200

貸付金の回収による収入 2,751 2,310

その他 △67,213 △59,088

投資活動によるキャッシュ・フロー △471,477 △969,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 33,540,892 29,635,912

短期借入金の返済による支出 △33,090,892 △29,915,912

自己株式の取得による支出 △98,758 －

自己株式の処分による収入 0 －

リース債務の返済による支出 △89,690 △102,810

配当金の支払額 △143,965 －

その他 － △603

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,586 △383,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,009 △13,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △950,306 △349,061

現金及び現金同等物の期首残高 2,890,743 2,244,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,940,437 1,895,858
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該当事項はありません。 

  

１ 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（単位:千円）

 
(注) 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高（営業収益） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高（営業収益）がないため、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) セグメント情報

外国為替取引
関連事業

有価証券関連
事業

ディーリング
その他の事業

計 消去又は全社 連結

 営業収益

(1)外部顧客に対する営業収 
  益

2,766,933 1,725,320 8,764 4,501,018 － 4,501,018

(2)セグメント間の内部営業 
  収益又は振替高

－ 614 － 614 (614) －

計 2,766,933 1,725,934 8,764 4,501,632 (614) 4,501,018

営業利益又は営業損失(△) 221,106 △116,546 △77,252 27,306 (395,915) △368,608
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セグメント情報 

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会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。 

当社グループは、金融商品取引法に基づき、外国為替取引及び有価証券取引を中心として、顧客

に対して総合的な資産運用サービスを提供しております。 

従いまして、当社グループは事業運営会社を基礎とした金融サービス別セグメントから構成され

ており、「外国為替取引関連事業」及び「有価証券関連事業」の２つを報告セグメントとしており

ます。 

「外国為替取引関連事業」は、店頭外国為替証拠金取引及び取引所外国為替証拠金取引を中心と

した外国為替業務を行っております。「有価証券関連事業」は株価指数先物・オプション取引等デ

リバティブ取引を中心とした証券取引業務等を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位:千円）

 
(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、商品取引関連事業を含んでおりま

す。 

２ セグメント利益の調整額△423,611千円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注３)

外国為替取引
関連事業

有価証券関連
事業

計

営業収益

 外部顧客に対す 
 る営業収益

3,439,365 1,251,426 4,690,792 987 4,691,780 － 4,691,780

 セグメント間の 
 内部営業収益又 
 は振替高

－ － － － － － －

計 3,439,365 1,251,426 4,690,792 987 4,691,780 － 4,691,780

セグメント利益又
はセグメント損失
(△)

650,399 △456,638 193,760 △11,687 182,072 △423,611 △241,538

(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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