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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 4,262 18.6 227 152.6 230 181.4 100 157.4
22年3月期 3,594 △38.4 89 △96.4 81 △96.6 39 △97.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 12.26 ― 2.1 1.2 5.3
22年3月期 4.71 ― 0.8 0.5 2.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 19,589 4,820 24.6 595.09
22年3月期 18,171 4,843 26.7 583.60

（参考） 自己資本   23年3月期  4,820百万円 22年3月期  4,843百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 1,558 △226 △326 3,842
22年3月期 508 △317 △332 2,835

2.  配当の状況 

(注) 当社は、後述の「3．24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24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
の配当方針に関しては、「※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 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 33 84.9 0.7
23年3月期 ― 3.00 ― 2.00 5.00 40 40.8 0.8
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 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計数（外国為替保証金取引高、お客様口座数、預り保証金）を月次で開示しています。 



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は添付資料24ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、添付資料30ページ「１株当たり情報」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  ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 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 200,090 株 22年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 8,199,054 株 22年3月期 8,300,000 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
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 
1 当社は、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。次期の配当につきましては、株主還元
を重視し、配当性向30％を目指す方針です。なお、配当予想額につきましては、決算数値が開示可能となった時点で、速やかに開示します。 
2 当社は、平成23年５月20日に機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。また、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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【当期の経営成績】 

 当事業年度の世界経済は、ギリシャ財政危機を契機とする欧州信用不安の拡大と世界的な株式相場の

低迷により景気回復ペースの鈍化が懸念される時期もありましたが、前年度から続く新興国の堅調な景

気による下支えや量的金融緩和拡大による米国の景気回復期待の高まりなどもあり、失業率の高止まり

や原油価格高騰による景気下振れリスクを内含しつつも、緩やかな回復傾向が持続しました。こうした

状況の中で日本経済も景気の持ち直し傾向が続いていましたが、本年３月11日に東日本大震災が発生

し、未曾有の大被害、また原発問題の長期化など、影響の大きさは未だ全容がつかめない状況となって

います。 

  

 外国為替市場では円高傾向が続きました。ギリシャ財政危機の深刻化・欧州周辺国への信用不安の拡

大を受けたユーロ/円相場でのユーロ売り・円買いの動きや、米国の量的金融緩和拡大を材料にしたド

ル安地合いが続く中、ドル/円相場は昨年９月に82円台へと下落しました。同月中旬には本邦通貨当局

が2004年３月以来となるドル買い・円売り介入を実施しましたが、相場の流れを反転させるには至ら

ず、11月には80円丁度近くまでドル安・円高が進行しました。その後は介入警戒感から84円台まで値を

戻す場面もありましたが、円買いの根強さが際立つ展開が続きました。 

 そうした中、東日本大震災発生後の本年３月17日には本邦への資本還流への思惑等から円買いが殺到

し、ドル/円相場は1995年４月に記録した史上 円高値79.75円を更新し、一気に76円台まで円高が加速

しました。しかしその後直ちにG7による協調円売り介入が実施されたことで円買いの動きは止められる

格好となり、ドル/円相場は85円台まで水準を回復しました。また、東日本大震災による日本経済への

悪影響に対する懸念なども強まり、ドルに対してだけでなくユーロなど他通貨に対しても円売りが強ま

る中で年度末を迎えました。 

  

 外国為替保証金取引（FX）業界は、昨年８月の保証金規制導入に伴い取引高が大きく減少したもの

の、継続的な低スプレッド（*）競争を背景に各社の様々なキャンペーンなどの諸施策を通じたお客様

獲得や取引の活性化により、取引高は段階的に改善しつつあります。 

（*）スプレッドとは、通貨の売値と買値の差  

  

 このような環境のもと、当社は、「FX事業者は総合力を問われる時代に入った」と考え、強力なお客

様基盤の構築、新商品・サービス強化、既存ビジネス強化および経営インフラの整備・強化の４点を意

識した取り組みに努めてきました。具体的には、昨年４月より日本 大級のFXコミュニティサイト「み

んなの外為」を立ち上げ、９月には株式会社リラックス・コミュニケーションズと、12月には富士通株

式会社とお客様への広告で連携を図り、本年３月にはぴあ株式会社とタイアップキャンペーンを行いま

した。また、昨年12月と本年３月には女性ブロガー向けの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を強化しました。このような取り組みにより、昨年11月には総口座数が10万口座

を突破し、その後も順調に拡大しています。新商品・サービス強化としては、５月に『選べる外貨』の

約定スピードを大幅にアップしたほか、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、さらに店頭外国為替オプション取引『選べるＨＩＧＨ・ＬＯＷ』のコース追加や

新たに『選べるＨＩＧＨ・ＬＯＷ ワンタッチ』のサービスを開始しました。そして、本年３月には大

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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阪証券取引所が提供する取引所外国為替証拠金取引「大証ＦＸ」の取り扱いを開始しました。また、取

引インフラの充実を目的にFX業界で初めて世界 速汎用プロセッサー「POWER7」を搭載した「IBM 

Power 770」を基幹サーバに採用して昨年８月から運用を開始し、コストを抑制しつつ将来の取引増加

にも十分対応できる強固なシステム基盤を構築しました。 

  

 以上の結果、当事業年度末の外国為替保証金取引の口座数は106,085口座(前事業年度末比26.2％

増)、取引高は344,827百万通貨（前事業年度比41.6％増）となり、当事業年度の営業収益は4,262百万

円(前事業年度比18.6％増)、経常利益は230百万円(同181.4％増)、当期純利益は100百万円(同157.4％

増)となりました。 

  

【次期の見通し】 

 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計数（外国

為替保証金取引高、お客様口座数、預り保証金）を月次で開示しています。 

 また、業績予想は決算数値が開示可能となった時点で、速やかに開示します。 

  

①資産・負債及び純資産の状況 

 資産は、前事業年度末比1,418百万円増の19,589百万円となりました。これは、主として顧客区分管

理信託の増加1,168百万円、現金及び預金の増加1,006百万円の一方で未収入金の減少541百万円、外国

為替取引差入担保金の減少486百万円等により流動資産が1,252百万円増加したこと、およびソフトウエ

アの取得等により固定資産が165百万円増加したことによるものです。 

 負債は、前事業年度末比1,442百万円増の14,769百万円となりました。これは、主として外国為替保

証金取引預り保証金の増加997百万円、外国為替取引預り担保金の増加118百万円、リース債務の増加

110百万円等によるものです。 

 純資産は、当期純利益100百万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前事業年度末比23百万円減の4,820百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度の現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ1,006百万円増加し、3,842百万円となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益198百万円に加え、増加要因

として外国為替保証金取引預り保証金の増加997百万円、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486百万円、減価償却費415百万円の増加等がある一方で、減少要因として、顧客区分管

理信託の増加1,168百万円等により、1,558百万円の増加となりました。 

（２）財政状態に関する分析
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度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59百万円の一

方で、無形固定資産の取得による支出263百万円、有形固定資産の取得による支出11百万円、資産除去

債務履行による支出８百万円等により226百万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） 

 当事業年度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200百万円、自己

株式の取得による支出67百万円、配当金の支払額57百万円により326百万円の減少となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注)1 株式時価総額は、期末発行済株式数（自己株式を除く）をベースに計算しており、期末株価終値

×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しています。また、当社は平成20年９月18日に

ジャスダック証券取引所（現大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に株式を上場してお

り、平成20年３月期以前は非上場のため、時価ベースの自己資本比率は記載していません。 

2 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しています。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全

ての負債を対象としています。 

 また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

3 平成19年３月期、および平成20年３月期については有利子負債がないため、また、平成21年３月

期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は記載して

いません。 

4 平成19年３月期、および平成21年３月期については営業キャッシュ・フローがマイナスのため、

インタレスト・カバレッジ・レシオは記載していません。 

  

 当社は、株主還元を重視し、配当原資確保のための収益力の強化に努め、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。 

 当期の期末配当金につきましては、１株当たり２円（中間配当３円と合わせ年間配当５円、配当性向

40.8％）とする予定です。なお、内部留保資金は、中長期の経営視点より、自己資本規制比率の高位安

定にも配慮しつつ、財務体質の一層の充実を図るとともに、システムの維持・開発投資並びに今後の更

なる事業拡大への備えとします。 

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率(％) 19.8 14.2 30.3 26.7 24.6

時価ベースの自己資本比率
(％)

― ― 30.8 16.7 11.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

― ― ― 72.9 30.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― 457,292.9 ― 62.8 144.6

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 次期の配当につきましては、まずは配当原資の確保に努め、中間配当を含め配当性向30％を目指す方

針です。 

  

 当社の事業運営上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を、以下に記載していま

す。また、投資家の皆様に対する情報開示の観点から、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事

項についても、投資判断上、重要であると考えられる事項については、積極的に開示しています。当社

は、これらのリスクが発生する可能性を認識した上で、発生の回避並びに発生した場合の適切な対応に

努める所存ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要

があると考えます。 

 なお、本項目における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本決算短信公表日現在において

当社が判断したものです。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクを網羅するものでは

ありませんのでご留意下さい。 

  

① 当社の事業環境に係るリスクについて 

ⅰ）外国為替保証金取引の成長性について 

 当社の主要事業である外国為替保証金取引は、近年の個人資産運用の多様化や関連法令・投資環

境の整備などにより、今後も持続的な成長が見込めるとの前提で事業計画を策定していますが、国

内外の景気動向や金融情勢、あるいは新たな競合金融商品の出現などの要因により、予想に反して

市場規模が拡大しないという状況が起こる可能性は否定できません。 

 もし、その様な事態が生じた場合には事業拡大を図ることが困難となる可能性があります。 

  

ⅱ）外国為替相場の変動が当社に与える影響について 

 現在の当社の収益の大部分は、外国為替保証金取引に係る外国為替取引損益であり、お客様の取

引高の増減に左右される傾向にあります。一般的には、為替相場の変動率が高いほどお客様の取引

高が増加し、逆に変動率が低くなるとお客様の取引高は減少します。また、相場変動がお客様にと

って不利に働き損失となった場合、お客様の投資意欲の減退を招き、取引高が減少することも想定

されます。このような状況が長期化した場合には、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

ⅲ）外国為替市場の流動性が当社に与えるリスクについて 

 当社の主要事業である外国為替保証金取引は、各国の通貨を売買する取引です。米ドルをはじめ

当社が扱っている外国通貨については、通常、高い流動性が確保されていますが、天災地変、戦

争、政変あるいは外国為替取引の規制等特殊な状況が発生して外国為替市場の流動性が著しく低下

した場合には、インターバンク市場においてお客様のオーダーをカバーすることが困難となる可能

性も否定はできません。そのような状況が発生した場合には、当社の財政状態および経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅳ）法令改正や監督官庁の政策動向・規制が当社に与えるリスクについて 

 外国為替保証金取引は、金融商品取引法および関連法令の規制を受けており、法令改正あるいは

（４）事業等のリスク
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新法令の施行などにより、当社の期待通りに事業を展開できなくなる可能性があります。また、所

謂「保証金規制」など、監督官庁である金融庁の政策動向・規制も事業活動に重大な影響を与える

可能性があり、当社の財政状態および経営成績にも影響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅴ）競合状況について 

 外国為替保証金取引業界においては、大手・準大手クラスの伝統的証券会社やネット銀行のほ

か、異業種の参入も相次ぎ、商品やサービスの多様化、手数料の引下げおよび無料化、スプレッド

縮小の動きなど、お客様の獲得競争が激化しています。 

 当社は、安定した取引システムを基盤にお客様のニーズに応える商品・サービスを提供すること

を方針としています。具体的には、安定したレート提供、当社固有の仕組み「自動ストップロス制

度(*)」が特長的な店頭外国為替保証金取引『選べる外貨』、外国為替オプション取引を取引しや

すくアレンジした『選べるＨＩＧＨ・ＬＯＷ』、大阪証券取引所が運営している「大証ＦＸ」、FX

コミュニティサイト「みんなの外為」などを提供しています。こうした他社との差別化戦略が当社

の期待通りに実現しない場合には、お客様の離散等により当社の競争力に影響を与える可能性があ

ります。また、新規のお客様を獲得するために必要な費用が増加することも考えられ、当社の財政

状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(*)口座残高全体で管理するマージンコール制度や追証制度と異なり、「個々のポジション」に対

して、コース毎に定められた損失レベルに自動的にストップロス注文が設定される仕組みで

す。 

  

ⅵ）電力供給停止リスクについて 

 外国為替市場は、世界中で24時間常に取引が行われています。当社の主たる事業である外国為替

保証金取引も、24時間いつでも取引できることが特長のひとつとなっています。 

 当社は、以前よりコンピュータシステムの安定稼動を非常に重要な経営課題と位置付けており、

異なる地域にダブルデータセンタを構える等の二重化・冗長化を進め、お客様に安定した取引環境

を提供すべく万全の体制を構築する努力を重ねてきました。 

 両データセンタは24時間連続運転可能な自家発電装置を備えていますが、今般の東日本大震災の

影響による電力不足が懸念される中、両データセンタへの電力供給が停止され、かつ何らかの理由

により自家発電装置が機能しなくなった場合には、お客様に提供する取引システムの停止により当

社の財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社のオフィスビルにも48時間連続運転可能な自家発電装置が備えられており、停電時に

おいても主要業務は継続可能な体制ではありますが、万一に備え、より安全性の高いデータセンタ

内のオフィスで主要業務を滞りなく継続できる環境を準備しています。しかしながら、データセン

タの電力供給が完全に停止された場合には、カバー業務の継続が困難となり、当社の財政状態およ

び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 当社の事業構造に係るリスクについて 

ⅰ）特定の事業への依存度が高いことについて 

 当社は、インターネットを通じた外国為替保証金取引を主業務としており、収益面での同業務へ

の依存度が高いため、為替相場の変動が長期にわたって停滞するなどによりお客様の取引高が減少
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した場合、取引システムが正常に機能しなくなった場合、当業務に関する諸経費が大幅に増加した

場合、その他外部環境の変化により市場が縮小した場合などには、当社の財政状態および経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅱ）人員の確保および体制の整備について 

 当社は、平成15年９月の設立以来、業容の拡大、収益構造の変革、業界並びに法的環境の変化な

どに対応して、必要な人材の確保や組織体制の構築に注力してきました。今後も社員教育の充実に

より組織体制の強化に努めるとともに、必要に応じ人員体制の一層の充実を図ってまいります。し

かしながら、従業員の定着化や優秀な人材の確保ができなかった場合は、当社の財政状態および経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅲ）今後の事業方針について 

 当社は、外国為替保証金取引業界において益々競争が激化していることを認識しつつ、今後の事

業方針として、更なるサービス向上によるお客様の定着化、安定性の高い取引システムの維持等に

よるお客様の利便性の向上等に努めます。更に、外国為替保証金取引以外の商品の開発やサービス

の提供による収益源の多様化にも着手するなど、課題に対処するとともに、コンプライアンス体

制・内部統制体制の強化、並びに企業情報の適時開示にも取り組む所存ですが、内外の環境変化な

どにより当社の事業計画、施策が十分に達成できない場合や、お客様のニーズを十分に反映できな

い場合は、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅳ）システムについて 

 当社は、コンピュータシステムの安定稼動を非常に重要な経営課題と位置付けており、様々な対

策を講じています。 

 すなわち、取引システムが稼動するコンピュータのCPU値等のモニタリングと監視を常に行って

おり、レスポンス低下や異常の兆候が現れる前に、計画的な増強、システム改修を実施していま

す。また、取引システムで採用しているIBM社製の基幹サーバは、１台の筐体中で多重部品構成と

なっており、万一、単一部品が故障しても停止する可能性が極めて低い仕様となっています。更

に、異なる地域のデータセンタ各々に基幹サーバを配置し、リアルタイムでデータ同期を行ってお

り、主系の基幹サーバが停止するような事態が発生した場合でも短時間で別の基幹サーバに切り替

えを行うことが可能です。基幹サーバに接続される取引用Webサーバ群に関しても、「広域負荷分

散装置」を配置したダブルデータセンタ体制により二重化・冗長化を図り、取引および情報サービ

スに係るシステムの回線、電源、ネットワーク機器、周辺装置等ほぼすべてを二重化構成、冗長化

構成としています。また、システム運用体制として、情報セキュリティ管理の国際規格である

「ISO/IEC 27001:2005」やITサービス管理の国際規格である「ISO/IEC20000-1:2005」の管理手法

を取り入れ、継続的にシステム運用全般の見直しを行っています。 

 しかしながら、天災地変、戦争、政変等によりインターネット等の社会インフラや、電力供給が

停止した場合、何らかの不備によりコンピュータシステム障害や不正アクセスが発生した場合は、

為替の売買取引が停止することによる機会損失、当社の信用および企業イメージの低下によるお客

様の減少、並びに損害賠償義務の負担等により、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 
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 また、当社は、自社商品の改良、新商品の開発、ASP先の商品改良、社内システム等について、

継続的に自社および業務委託先にてシステム開発を行っていますが、その開発スケジュールに遅延

が生じた場合には、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅴ）カウンターパーティについて 

 当社の店頭外国為替保証金取引『選べる外貨』およびASPサービスのお客様との取引において、

お客様同士の売買がマッチング(所謂「為替マリー」)しない部分について、当社に外国為替持高

(ポジション)が発生します。このポジションの為替相場変動リスクおよび金利(スワップポイント)

変動リスクを回避するため、当社は速やかにカウンターパーティとの間でカバー取引を行っていま

す。また、店頭外国為替オプション取引『選べるＨＩＧＨ・ＬＯＷ』についても、お客様との取引

については速やかにカウンターパーティとの間でカバー取引を行っています。 

 当社は、カウンターパーティのシステムリスク等を軽減するために、複数の銀行等有力金融機関

を相手にカバー取引を行っています。しかし、すべてのカウンターパーティにおいて、システム障

害等が発生した場合には、当社のカバー取引が困難になり、当社の財政状態および経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

ⅵ）ビジネスモデルについて 

 当社の店頭外国為替保証金取引『選べる外貨』およびASPサービスのビジネスモデルは、お客様

への提示レートとカバー先金融機関との取引レートとの差などから安定的に収益が上がることを前

提としています。しかしながら、外国為替相場が急激かつ大幅に変動した場合において、カバー先

金融機関との取引条件の変化に対応して、お客様への提示レートを適時に変更できない場合には、

当社が損失を被る可能性があります。また、お客様との取引が計画通りに拡大しない状況が長期に

わたって継続する場合には、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅶ）信用リスクについて 

 当社は、お客様が外国為替保証金取引で不測の損失を被ることを未然に防止するため、法令に定

めるロスカット・ルールに則り、お客様から預託を受けた保証金の範囲内で取引が完了するよう努

めていますが、市場環境の急変等により保証金を超える損失が発生する可能性もあります。この場

合、当社はお客様に不足資金を請求しますが、お客様が不足分を支払うことができない場合には、

お客様に対する債権の一部または全部が回収不能となる虞があります。 

 また、当社は銀行等金融機関をカウンターパーティとするカバー取引を行っていますが、当該カ

ウンターパーティーの信用状況によっては、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

ⅷ）資金流動性リスクについて 

 当社は、銀行等金融機関との間でカバー取引(外国為替取引)を行った場合、予め定められた期日

に資金決済を行います。この資金決済の金額は、お客様の売買損益およびポジションの評価損益に

応じたものとなりますが、お客様の保証金等を信託勘定で区分管理していることにより、為替相場

が大幅に変動し、信託勘定からの出金が遅れる場合などには、一時的に自己資金が不足する可能性

があります。 
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 こうした事態にも対応できるよう、当社は、資金繰りを厳格に行い十二分な手許流動性を備える

とともに、株式会社みずほ銀行並びに株式会社三井住友銀行との間で当座貸越契約(極度額合計30

億円)を締結しています。しかしながら、この資金調達枠を超える資金需要が生じた場合、あるい

は当座貸越契約の更新が困難になった場合等において、他の代替的な資金調達手段が確保できなか

った場合には、当社の取引の決済および事業の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 当社事業に関連する法的規制に関わるリスクについて 

ⅰ）金融商品取引法に基づく登録・認可について 

 当社は金融商品取引法に基づき、外国為替保証金取引業を営むために必要とされる「金融商品取

引業」の登録を行い、数々の法令・規則等を遵守しています。 

 金融商品取引法は、旧証券取引法等を抜本的に改正したもので、幅広い金融商品に関する規制の

横断化と柔軟化、取扱業者への様々な開示義務の制定、罰則規定の厳格化等により、投資家保護の

徹底を目指した法律です。平成18年６月に公布され、平成19年９月末に施行されました。同法第52

条(金融商品取引業者に対する監督上の処分)および第53条(自己資本規制比率についての命令)など

に規定する事由に該当した場合は、登録の取消を含む行政処分が下されます。 

 なお、金融商品取引法第52条および同法第53条に規定する登録取消事由等は以下のとおりです。

・外国の法令により受けている登録が取消された場合 

・金融商品取引法その他の法律および外国の法令に違反し罰金刑を受けた場合 

・他に行う事業が公益に反すると認められる場合 

・役員等が成年被後見人、破産者、禁固以上の刑の受刑者等に該当した場合 

・資本金の額が公益または投資者保護に必要な政令で定める額に満たない場合 

・株式会社または外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人でない場合 

・純資産額が公益または投資者保護に必要な政令で定める額に満たない場合 

・他の金融商品取引業者の商号と同一の商号または他の同業者と誤認されるおそれのある商号を用

いようとした場合 

・国内に営業所を有しなくなった場合 

・営業所の所在地を確認できなくなった場合 

・不正な手段により金融商品取引業の登録を受けた場合 

・金融商品取引業またはこれに付随する業務に関する行政処分に違反した場合 

・支払不能に陥るおそれがある場合 

・金融商品取引業に関し、不正または著しい不当な行為をした場合でその情状が特に重い場合 

・自己資本規制比率が100％を下回り、かつ回復する見込みがないと認められる場合 

  

 当社では、法令・規則等に反することのないよう内部管理体制を整備し、法を遵守した業務展開

を図っているため、現在まで、かかる法律等への違反が生じた事象はありません。しかしながら、

今後、これらの法令に関する改正等に際し、当社の対応に遅延が生じる等の事態が発生した場合、

当社の信用および企業イメージの低下を招き、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があ

り、更には、当社の事業の継続そのものに影響を及ぼす可能性があります。 
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ⅱ）自己資本規制比率について 

 金融商品取引業者には、金融商品取引法第46条の６に基づき、自己資本規制比率の維持が課せら

れています。自己資本規制比率とは、固定化されていない自己資本をその会社が有するリスク(市

場リスク、取引先リスク、基礎的リスク)の総額で除した値のことで、財務の健全性を計る重要な

財務指標で、同条第２項において、金融商品取引業者は自己資本規制比率が120％を下回ることの

ないようにすることが義務付けられています。また、金融商品取引業等に関する内閣府令第179条

第４項により、自己資本規制比率が120％を下回った場合には、「自己資本規制比率の状況を回復

させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書」を提出することが義務付けられています。

更に金融商品取引法第53条第２項により、自己資本規制比率が100％を下回った場合には、３ヶ月

以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ぜられる可能性があり、また同条第３項によ

り、３ヶ月を経過しても回復せず、かつ回復する見込みがない場合には、金融商品取引業者の登録

が取消される可能性があります。なお、当社の平成23年３月31日現在の自己資本規制比率は

367.7％となっています。 

  

ⅲ）個人情報の保護に関する法律について 

 個人情報の保護に関する法律は、個人情報の不適正な取り扱いによる個人の権利利益の侵害を未

然に防止するため、国の行政機関・独立行政法人等が個人情報を取り扱う企業に対して様々な義務

と対応を定めた法律です。 

 当社は、上記法律の遵守を非常に重要な経営課題と位置付けており、社内規程を整備するととも

に、従業員への教育、実務の整備等に取り組んでいます。その証左として、情報セキュリティ管理

の国際規格である「ISO/IEC 27001:2005」を取得しています。 

 また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合も、委託先と機密保持契約を結び、その管

理および保護には厳格に対応しています。しかし、不測の事態によってお客様情報の漏洩・流出等

の事故が発生した場合、信用の失墜により当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす虞があ

り、また、損害賠償責任を負う可能性もあります。 

  

ⅳ）区分管理について 

 当社は、みずほ信託銀行株式会社と信託契約を締結し、お客様の資産を金銭信託にて区分管理し

ており、万が一当社が破綻した場合にも、お客様の資産は受益者代理人(社外弁護士)から直接お客

様へ返還されます。また、信託口座の信託財産は、信託銀行固有の財産から切り離して取り扱わ

れ、万が一信託銀行が破綻した場合でも保全される仕組みになっています。 

 しかしながら、法的規制が更に強化された場合には、その対応に要するコストの上昇、あるいは

技術的対応の遅れなどによるお客様の離散などにより、当社の財政状態および経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

ⅴ）本人確認について 

 犯罪による収益の移転防止に関する法律は、マネー・ロンダリング、テロ資金対策に資する金融

機関のお客様管理体制の整備促進を目的として定められたいわゆる本人確認法の適用範囲を、金融

機関等以外に拡大し、平成20年３月に施行されました。 

 当社はかかる法律に基づき、口座開設時には公的証明書等により厳正にお客様の本人確認を行
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い、その記録を作成、保存しています。 

 今後も、当社は法令遵守を徹底してまいりますが、かかる法律への違反事象が発生した場合は、

当社の信用の低下を招く恐れがあり、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

ⅵ）各種法的規制の改正等について 

 当社は金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律

のみならず、金融商品販売法、消費者契約法、外国為替および外国貿易法、信託法などの諸法令、

更には社団法人金融先物取引業協会の定める諸規則などの各種法的規制に従って業務を遂行してい

ます。 

 当社はコンプライアンスの徹底を図り、各種法令等の遵守に努めていますが、将来的に当社業務

に関係する各種法令等の制定、改定あるいは実務慣行の解釈等に変更があった場合には、当社の各

種業務や財務方針等または当社のお客様の取引動向に関係し、当社の財政状態および経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 主要株主について 

ⅰ）親会社である伊藤忠商事株式会社との関係について 

 親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社の自主性・独立性を 大限尊重する方針です。当社は

その関係は友好的に推移するものと想定していますが、同社の経営方針に変更があり、当社株式の

保有比率に大きな変更があった場合、当社の事業運営等に影響が出る可能性があります。 

  

 ⅱ）カブドッドコム証券株式会社との関係について 

 カブドッドコム証券株式会社は、当社議決権の10.11％を保有する主要株主です。同社とは良好

な関係にありますが、今後の同社の事業環境、経営戦略によっては関係に変化が生じる可能性があ

ります。 

 当社は、同社にASPサービスを提供しています。同社とのASPサービス契約が解除された場合は、

当社の取引高が減少することから、当社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

⑤ 知的財産権について 

 当社が事業を遂行するに際して利用する技術、商標、著作その他の知的財産権については、当社

の認識する限り第三者の権利を侵害しておらず、また、今後も侵害することのないように細心の注

意を払ってまいりますが、万が一、第三者の権利を侵害し、あるいは使用権等を適切に取得してい

ないことなどが判明した場合は、当該第三者へのライセンスフィーの支払い、当該第三者との係

争、または、当社のサービスの後退もしくは信用低下等によって損失が生じ、当社の財政状態およ

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社の親会社は、当社の議決権の56.40%を所有する伊藤忠商事株式会社です。また、当社は子会社を有し

ていません。 

 
(注) １ 有価証券報告書を提出しています。 

２ 関係内容「役員の兼任等」の欄は、当社における役員数です。 

２．企業集団の状況

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業 
の内容

議決権の
被所有割合 

(％)

関係内容

役員の兼任等
(名)

営業取引 営業外取引 業務提携

（親会社）

伊藤忠商事㈱
東京都
港区

202,241 総合商社 56.40 2 ― 出向者費用他支払 ―
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 当社は、「ＦＸプライム：企業行動基準」に基づき、会社法、金融商品取引法等の関係法令を厳守す

ることはもとより、社会に有益な投資環境の提供、お客様満足度の向上、高い倫理観を持って健全経営

を行い、株主をはじめとするステークホルダの期待に応える長期的な企業価値の 大化に努めることを

経営ビジョンと位置付け、経営の基本方針としています。具体的には、 

① 金融商品取引法その他関連する法律を厳守すること 

② 高い倫理観を持ち、健全な経営の維持と企業風土の醸成に誠実に取り組むこと 

③ 情報セキュリティ管理の国際規格である「ISO/IEC 27001:2005」に則り、お客様の個人情報を含

めた社内情報資産のセキュリティ管理に全社を挙げて取り組むこと 

④ ITサービス管理の国際規格である「ISO/IEC20000-1:2005」に則り、お客様の取引システムの安定

稼動・高レスポンス環境を維持強化すること 

⑤ 国際規格ISO10002（苦情対応マネジメントシステム）に則り、お客様に対し、金融商品・サービ

ス品質の継続的な向上を目指し、お客様満足度の向上等に努めること 

⑥ 収益基盤の拡充を図り環境変化に耐え得る経営体質を構築すること 

などを行っております。 

 また、今回の東日本大震災を受け、危機管理態勢の一層の強化に取り組むとともに原発問題から発生

した電力不足問題を踏まえ、事業継続計画を策定し、実行に努めています。 

  

 安定した収益の確保は強固な財務基盤を通した企業の継続的な成長には欠かせないものであり、当社

は営業収益営業利益率を収益性の指標とし、営業収益の拡大と利益率の改善に努めています。また、株

主資本の効率的な活用が株主価値の増大につながり、株主の皆様はじめステークホルダの利益に合致す

ると考え、株主資本利益率（ROE）の向上に努めます。健全性の指標として金融商品取引法により金融

商品取引会社にその維持が義務付けられている自己資本規制比率の高位安定を目標にしています。これ

らに加えて、事業拡大の先行指標としてお客様口座数、収益に直結する外国為替取引高等を業績管理に

活用しています。 

  

 当社は、我が国、個人投資家の皆様の金融資産運用分野において「貯蓄から投資へ」、「外貨資産の

シェア拡大」等の大きな流れは中・長期的に続くと考えています。外国為替保証金取引は、他の金融商

品に比べ投資効率において相対的に魅力的で、かつ透明性・流動性の高い金融商品であるため、中・長

期的には拡大すると考えています。一方、保証金規制の再強化により、短期的にお客様の取引が減少

し、事業者の淘汰などが進むことも予想されるため、当社は、様々なお客様のニーズに応える外国為替

保証金取引の品揃えに努め、お客様基盤および取引の更なる拡大を図るとともに他社との提携等の可能

性も探っていきます。更に経営インフラの一層の強化を進め、「質・量共に業界のリーディング・カン

パニー」を目指します。また当社は、外国為替保証金取引に収益源の多くを依存していますので、新た

な金融商品や周辺分野への参入を視野に入れ、個人投資家の皆様の金融資産運用分野において「社会的

に意義があり、存在感のある企業」を目指します。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略
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 外国為替保証金取引業界は、本年８月に金融庁による更なる保証金規制が実施されることから、短期

的にお客様の取引は減少する可能性があります。また、東日本大震災および原発問題から生じた電力不

足、節電の問題は対応すべき緊急の課題と認識しています。こうした状況下、当社の対処すべき課題は

お客様のニーズに応えた商品・サービスの品揃えによりお客様基盤を拡充し、収益力を強化すること、

収益源の多様化、経営インフラの一層の強化、危機管理態勢の強化および事業継続計画の策定・実行で

あり、具体的には以下のとおりです。 

  

① 商品・サービスの品揃え 

 当社は、お客様のご要望の多かった取引所取引である「大証ＦＸ」を３月から開始し、取引所の

「板情報」等に馴染みの深い株式投資家層の取り込みを図ります。４月からは保証金規制の対象とな

らない法人取引を開始し、また７月上旬を目処にインターバンクに直結する価格競争力の非常に高い

商品（「マーケット・ダイレクト型FX」）を導入し、大口の個人・法人投資家層のニーズに応えてい

きます。当社の主力商品『選べる外貨』のお客様の更なる獲得に加え、上記の商品・サービスの品揃

えにより新たなお客様層を開拓し、お客様基盤の充実を図り、収益力の強化に取り組んでいきます。

② お客様の満足度・利便性の向上 

 当社はお客様の満足度・利便性向上のために、金融情報のタイムリーな配信、安定した取引環境・

取引専用ツールの提供に力を入れてきました。今後もお客様のファイナンシャルリテラシー（投資に

関する基礎的な知識・教養）の向上に繋がる、より質の高い多面的な情報の提供に努めるとともに、

二重化・冗長化した取引システムの維持・強化、およびWeb取引の環境改善、取引ツール

「PrimeNavigator」の機能充実、モバイル取引の一層の強化・拡大等に取り組んでいきます。 

③ 外国為替取引以外の商品等への参入 

 当社は収益源の多くを外国為替保証金取引に依存しており、外国為替相場が膠着し、お客様の取引

が低迷した場合には少なからず当社の業績は影響を受けます。こうしたことから、当社は外国為替以

外の金融商品および周辺分野の商品参入を検討するとともに、手数料を獲得できるビジネス・モデル

の導入などを課題として取り組んでいきます。 

④ 経営インフラの一層の整備・強化 

 当社は、経営インフラの一層の整備・強化を重要な課題として引き続き取り組んでいきます。つま

り、金融商品取引会社として、お客様、取引先等のステークホルダ並びに社会からの高い信用を得る

ため、コンプライアンス体制を強化し、高い倫理観を持って企業活動に取り組んでいきます。また、

社会からの信頼感を一段と高めるため、内部統制体制の一層の充実により財務報告の信頼性を確保す

るとともに、企業情報の適時かつ適切な開示を行っていきます。 

⑤ 危機管理態勢の強化と事業継続計画の策定・実行 

 今回の東日本大震災においても当社のシステムは正常に稼動を続け、お客様に安定した取引環境を

提供することができましたが、将来の様々な非常事態を想定し、更なる危機管理態勢の強化に取り組

んでいきます。また原発問題から発生した電力不足問題、節電への対応を緊急の課題と認識し、長期

間自家発電が可能なオフィスへ24時間連続して行う必要のある業務を移管する事業継続計画を策定

し、実行しています。 

（４）会社の対処すべき課題
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４．財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,835,873 3,842,450

顧客区分管理信託 ※1 11,668,253 ※1 12,836,725

売掛金 1,235 51,135

前払費用 54,987 45,284

繰延税金資産 91,661 35,976

外国為替保証金取引未収入金 ※1 770 ※1 546

外国為替取引未収入金 114,649 247,550

外国為替保証金取引評価勘定 ※1 910,732 ※1 937,263

外国為替取引評価勘定 88,578 57,668

外国為替取引差入担保金 603,110 116,297

その他のデリバティブ資産 299 －

未収入金 557,930 －

その他 20,855 30,837

流動資産合計 16,948,939 18,201,736

固定資産

有形固定資産

建物 54,528 60,143

減価償却累計額 △8,055 △11,520

建物（純額） 46,472 48,623

工具、器具及び備品 7,897 7,722

減価償却累計額 △3,314 △3,196

工具、器具及び備品（純額） 4,583 4,526

リース資産 519,870 816,216

減価償却累計額 △176,999 △368,799

リース資産（純額） 342,870 447,417

有形固定資産合計 393,926 500,567

無形固定資産

意匠権 1,481 1,167

ソフトウエア 605,087 755,431

ソフトウエア仮勘定 35,070 －

その他 369 705

無形固定資産合計 642,008 757,303

投資その他の資産

長期前払費用 2,210 2,287

繰延税金資産 26,633 27,194

敷金及び保証金 157,330 100,544

投資その他の資産合計 186,173 130,025

固定資産合計 1,222,108 1,387,896

資産合計 18,171,047 19,589,632
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23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 ※1 227,442 ※1 276,957

外国為替取引未払金 41,016 78,233

未払金 ※2 236,820 ※2 228,067

未払費用 2,457 4,607

リース債務 144,771 213,446

未払法人税等 － 45,053

外国為替保証金取引預り保証金 ※1 11,512,872 ※1 12,510,624

外国為替取引預り担保金 872,292 990,863

その他のデリバティブ負債 299 －

預り金 5,124 5,682

賞与引当金 19,834 27,981

役員賞与引当金 － 12,600

設備関係未払金 38,136 90,980

その他 － 472

流動負債合計 13,101,068 14,485,569

固定負債

リース債務 226,135 268,171

資産除去債務 － 15,684

固定負債合計 226,135 283,855

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 － ※3 0

特別法上の準備金合計 － 0

負債合計 13,327,204 14,769,425

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 2,314,093 2,356,881

利益剰余金合計 2,314,093 2,356,881

自己株式 － △66,424

株主資本合計 4,843,843 4,820,206

純資産合計 4,843,843 4,820,206

負債純資産合計 18,171,047 19,589,632
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業収益

外国為替取引損益 3,520,488 4,087,918

手数料収入 27,650 51,338

その他のデリバティブ取引損益 703 2,046

その他 45,805 121,144

営業収益合計 3,594,648 4,262,447

営業費用

販売費及び一般管理費

役員報酬 90,730 94,460

役員賞与 6,015 －

給料手当及び福利費 ※1 465,047 ※1 477,234

賞与引当金繰入額 19,834 27,981

役員賞与引当金繰入額 － 12,600

退職給付費用 28,175 29,614

広告宣伝費 ※1 559,596 ※1 423,386

調査費 69,898 ※1 66,919

システム経費 ※1 1,196,545 ※1 1,038,524

支払手数料 255,955 972,641

業務委託費 150,415 151,207

租税公課 134,448 134,151

減価償却費 291,143 415,541

賃借料 161,005 117,710

その他 75,849 73,187

販売費及び一般管理費合計 3,504,661 4,035,160

営業利益 89,986 227,287

営業外収益

受取利息 1 936

還付加算金 － 14,559

その他 12 28

営業外収益合計 13 15,524

営業外費用

支払利息 8,103 10,785

自己株式取得費用 － 1,540

営業外費用合計 8,103 12,326

経常利益 81,896 230,485

特別損失

固定資産除却損 ※2 4,872 ※2 15,032

リース解約損 － ※3 1,752

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,237

金融商品取引責任準備金繰入れ － 0

その他 － 2,353

特別損失合計 4,872 32,376

税引前当期純利益 77,024 198,109

法人税、住民税及び事業税 2,648 42,427

法人税等調整額 35,313 55,124

法人税等合計 37,961 97,551

当期純利益 39,063 100,557
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,364,875 1,364,875

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,364,875 1,364,875

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,164,875 1,164,875

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 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

前期末残高 2,482,530 2,314,093

当期変動額

剰余金の配当 △207,500 △57,770

当期純利益 39,063 100,557

当期変動額合計 △168,436 42,787

当期末残高 2,314,093 2,356,881

利益剰余金合計

前期末残高 2,482,530 2,314,093

当期変動額

剰余金の配当 △207,500 △57,770

当期純利益 39,063 100,557

当期変動額合計 △168,436 42,787

当期末残高 2,314,093 2,356,881

自己株式

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の取得 － △66,424

当期変動額合計 － △66,424

当期末残高 － △66,424

株主資本合計

前期末残高 5,012,280 4,843,843

当期変動額

剰余金の配当 △207,500 △57,770

当期純利益 39,063 100,557

自己株式の取得 － △66,424

当期変動額合計 △168,436 △23,636

当期末残高 4,843,843 4,820,206

純資産合計

前期末残高 5,012,280 4,843,843

当期変動額

剰余金の配当 △207,500 △57,770

当期純利益 39,063 100,557

自己株式の取得 － △66,424

当期変動額合計 △168,436 △23,636

当期末残高 4,843,843 4,820,206
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 77,024 198,109

減価償却費 291,143 415,541

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） △75,073 8,146

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,175 12,600

金融商品取引責任準備金繰入れ － 0

固定資産除却損 4,872 15,032

リース解約損 － 1,752

受取利息 △1 △936

支払利息 8,103 10,785

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) △11,668,253 △1,168,472

売掛金の増減額(△は増加) 3,065 △49,899

前払費用の増減額（△は増加） 62,059 9,703

外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増
加)

△81 224

外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) △2,553 △132,901

外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減
額(△は増加)

75,566 △26,530

外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は
増加)

△45,089 30,910

外国為替取引差入担保金の増減額（△は増加） △100,524 486,813

その他のデリバティブ資産の増減額（△は増
加）

△299 299

長期前払費用の増減額（△は増加） △642 △77

外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) 34,252 49,514

外国為替取引未払金の増減額(△は減少) 22,930 37,217

未払金の増減額（△は減少） 26,340 △4,600

未払費用の増減額（△は減少） △8,281 2,150

外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減
少)

2,192,298 997,751

外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) 426,410 118,570

その他のデリバティブ負債の増減額（△は減
少）

299 △299

預り金の増減額（△は減少） 507 557

その他 19,800 1,021

小計 1,755,564 1,026,220

利息及び配当金の受取額 1 718

利息の支払額 △8,101 △10,780

リース解約損の支払額 － △1,752

法人税等の支払額 △1,238,812 △4,613

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 508,651 1,558,950
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３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 △328,723 △263,414

敷金及び保証金の差入による支出 △1,000 △3,000

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 △317,265 △226,201

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 △125,982 △200,809

自己株式の取得による支出 － △67,965

配当金の支払額 △206,334 △57,396

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,317 △326,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,931 1,006,577

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期末残高 ※1 2,835,873 ※1 3,842,450
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ デリバティブの評価基

準および評価方法

時価法 同左

２ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法

・平成19年４月１日以降取得資産：

定額法

・平成19年３月31日以前取得資産：

旧定額法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

主な耐用年数は以下のとおりです。

建物        ８年～15年

工具、器具及び備品 ５年～６年

主な耐用年数は以下のとおりです。

建物        ８年～15年

工具、器具及び備品 ５年～10年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

自社利用のソフトウエアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づいています。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっています。

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のものについ

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を引き続き採用してい

ます。

(3) リース資産

同左

(4) 長期前払費用

 契約期間内で均等償却しています。

(4) 長期前払費用 

  同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度の負担に

属する金額を計上しています。

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、

当期末における支給見込額を計上して

います。

(2) 役員賞与引当金 (2) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度の負担に属

する金額を計上しています。

役員の賞与の支給に備えるため、当

期末における支給見込額を計上してい

ます。

(3)   ―――――――――
(3) 金融商品取引責任準備金

デリバティブ取引等に関する事故に

よる損失に備えるため、金融商品取引

法第46条の５に基づき、金融商品取引

業等に関する内閣府令第175条に定め

るところにより算出した金額を計上し

ています。

４ キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金および取得日か

ら３ヶ月以内に満期の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっています。 

 

 同左

５ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

(1) 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式によっています。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 外国為替保証金取引に係る会計処理

① 外国為替取引損益

お客様との外国為替保証金取引に

より生じる決済損益および評価損益

と、金融機関とのカバー取引により

生じる決済損益および評価損益との

差額を損益計算書の「外国為替取引

損益」に計上しています。

お客様との外国為替保証金取引に

係る評価損益は、期末時の個々のポ

ジションの取引時レートによる円換

算額と時価レートによる円換算額と

の差額について、評価益と評価損を

相殺した後のネット損益の合計額

を、貸借対照表の「外国為替保証金

取引評価勘定」に計上しています。

一方、金融機関とのカバー取引

（外国為替取引）に係る評価損益

は、期末時の通貨毎のポジションの

取引時レートによる円換算額と時価

レートによる円換算額との差額につ

いて、評価益と評価損を相殺した後

のネット損益の合計額を、貸借対照

表の「外国為替取引評価勘定」に計

上しています。

(2) 外国為替保証金取引に係る会計処理

① 外国為替取引損益

お客様との店頭外国為替保証金取

引（相対取引）により生じる決済損

益および評価損益と、金融機関との

カバー取引により生じる決済損益お

よび評価損益との差額を損益計算書

の「外国為替取引損益」に計上して

います。 

 お客様との店頭外国為替保証金取

引（相対取引）に係る評価損益は、

期末時の個々のポジションの取引時

レートによる円換算額と時価レート

による円換算額との差額について、

評価益と評価損を相殺した後のネッ

ト損益の合計額を、貸借対照表の

「外国為替保証金取引評価勘定」に

計上しています。

一方、金融機関とのカバー取引

（外国為替取引）に係る評価損益

は、期末時の通貨毎のポジションの

取引時レートによる円換算額と時価

レートによる円換算額との差額につ

いて、評価益と評価損を相殺した後

のネット損益の合計額を、貸借対照

表の「外国為替取引評価勘定」に計

上しています。
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

なお、市場外国為替保証金取引に

おいては、お客様の注文を取引所へ

つなぐ委託取引のため、「外国為替

取引損益」は発生しません。

② 手数料収入

お客様との外国為替保証金取引か

ら生じる受取手数料を、損益計算書

の「手数料収入」に計上していま

す。

② 手数料収入

お客様との店頭外国為替保証金取

引（相対取引）および市場外国為替

保証金取引（委託取引）から生じる

受取手数料を、損益計算書の「手数

料収入」に計上しています。

(3) その他のデリバティブ取引に係る会

計処理

お客様との外国為替オプション取引

により生じる決済損益および評価損益

と、金融機関とのカバー取引により生

じる決済損益および評価損益との差額

を損益計算書の「その他のデリバティ

ブ取引損益」に計上しています。 

 また、お客様との外国為替オプショ

ン取引から生じる債務の時価評価額

と、カバー取引から生じる債権の時価

評価額をそれぞれ貸借対照表の「その

他のデリバティブ負債」・「その他の

デリバティブ資産」に計上していま

す。

(3) その他のデリバティブ取引に係る会

計処理

お客様との店頭外国為替オプション

取引（相対取引）により生じる決済損

益および評価損益と、金融機関とのカ

バー取引により生じる決済損益および

評価損益との差額を損益計算書の「そ

の他のデリバティブ取引損益」に計上

しています。 

 また、お客様との店頭外国為替オプ

ション取引（相対取引）から生じる債

務の時価評価額と、カバー取引から生

じる債権の時価評価額をそれぞれ貸借

対照表の「その他のデリバティブ負

債」・「その他のデリバティブ資産」

に計上する方法を採用しています。
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（７）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

───────────

会計処理基準に関する事項の変更

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益および経常利

益が2,627千円、当期純利益が15,864千円、それぞれ

減少しています。

表示方法の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(貸借対照表) 

 前事業年度末において流動資産の「その他」に含めて

表示していた「未収入金」が、資産総額の100分の１を

超えたため、区分掲記しました。なお、前事業年度末の

流動資産の「その他」に含まれる「未収入金」は51,840

千円です。

(貸借対照表) 

 前事業年度末において区分掲記していた「未収入金」

が資産総額の100分の１以下となったため、流動資産の

「その他」に含めて表示しています。なお、当事業年度

末の流動資産の「その他」に含まれる「未収入金」は

16,684千円です。
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（８）財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

※１ 顧客区分管理信託

お客様からの「外国為替保証金取引預り保証金」

は、金融商品取引法第43条の３に基づき、当社の自

己資産と区分して管理するため、信託銀行との契約

により「顧客区分管理信託」として信託保全してい

ます。

※１ 顧客区分管理信託

お客様からの「外国為替保証金取引預り保証金」

は、金融商品取引法第43条の３に基づき、当社の自

己資産と区分して管理するため、信託銀行との契約

により「顧客区分管理信託」として信託保全してい

ます。

なお、信託の保全額は、お客様からの「預り保証

金」に日々発生するスワップポイント（金利相当

額）の受払い額、お客様のポジション持ち値を日々

時価評価した差額および取引手数料の未収額を加減

した純資産額をもって、取引日の３営業日後に信託

に繰入れることとしています。

したがって、期末日現在の「顧客区分管理信託残

高」は３営業日前の「差引純資産額」に対応するも

のです。また、期末日現在の「差引純資産額」を信

託に繰入れるのは３営業日後となります。そのた

め、信託への繰入れまでに当社に不測の事態が発生

しても、お客様からの預り保証金ができる限り保全

されるよう、過去の経験値から当社の余裕資金の一

部を加算して「顧客区分管理信託」を行なっていま

す。

 

なお、信託の保全額は、お客様からの「預り保証

金」に日々発生するスワップポイント（金利相当

額）の受払い額、お客様のポジション持ち値を日々

時価評価した差額および取引手数料の未収額を加減

した純資産額をもって、取引日の２営業日後に信託

に繰入れることとしています。 

したがって、期末日現在の「顧客区分管理信託残

高」は２営業日前の「差引純資産額」に対応するも

のです。また、期末日現在の「差引純資産額」を信

託に繰入れるのは２営業日後となります。そのた

め、信託への繰入れまでに当社に不測の事態が発生

しても、お客様からの預り保証金ができる限り保全

されるよう、過去の経験値から当社の余裕資金の一

部を加算して「顧客区分管理信託」を行なっていま

す。 

 また、取引所取引に係る保証金は、取引所に預託

されているため、当社の区分管理信託の対象外とな

りますが、お客様の「預り保証金」が取引所に預託

されるまでに２営業日を要するため、その２営業日

分を当社の区分管理信託に含めて保全しています。 

 なお、下記の「外国為替保証金取引預り保証金」

と貸借対照表における「外国為替保証金取引預り保

証金」の差額は、取引所取引に係る保証金です。

 

外国為替保証金取引預り保証金 11,512,872千円

外国為替保証金取引未払金 
(スワップポイント)

227,442千円

外国為替保証金取引評価勘定 
(流動資産)

△910,732千円

外国為替保証金取引未収入金 
(取引手数料)

△770千円

差引純資産額(期末日現在) 10,828,811千円

顧客区分管理信託残高(同上) 11,668,253千円

 
 

 

  <参考>

差引純資産額(平成22年３月26日現在)

10,659,743千円

顧客区分管理信託残高(平成22年４月５日現在)

11,986,725千円

 

 

外国為替保証金取引預り保証金 12,486,698千円

外国為替保証金取引未払金
(スワップポイント)

276,957千円

外国為替保証金取引評価勘定 
(流動資産)

△937,263千円

外国為替保証金取引未収入金 
(取引手数料)

△546千円

差引純資産額(期末日現在) 11,825,845千円

取引所未預託額(２営業日分) 8,358千円

顧客区分管理信託要保全額  
(期末日現在)

11,834,204千円

顧客区分管理信託残高(同上) 12,836,725千円

 

  <参考>

顧客区分管理信託要保全額(平成23年３月29日現在)

11,792,684千円

顧客区分管理信託残高(平成23年４月４日現在)

12,850,175千円
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

(追加情報)

前事業年度末において、流動資産の「保証金分別

信託」として表示していたお客様からの預り保証金

の金銭信託額は、平成21年８月に施行された「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」に合わせて、当事業年度より「顧客区分管

理信託」と表示しています。 

 なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。

 

―――――――――

 

※２  関係会社に対する資産および負債

未払金 133千円
 

※２  関係会社に対する資産および負債

未払金 7千円

※３       ――――――――― ※３  特別法上の準備金

金融商品取引法の規定に基づく準備金を計上して

います。準備金の計上を規定した法令の条項は、次

のとおりです。

金融商品取引法第46条の５

金融商品取引業等に関する内閣府令第175条

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち関係会社に対するも

のは次のとおりです。

出向者費用(給料手当及び 
福利費)

18,095千円

広告宣伝費他(システム
経費・広告宣伝費)

243千円

計 18,338千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち関係会社に対するも

のは次のとおりです。

出向者費用(給料手当及び 
福利費)

23,137千円

システム経費他(システム 
経費・広告宣伝費・調査費)

128千円

計 23,265千円

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりです。 ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりです。

 
 
 

特許出願権 451千円

ソフトウエア 4,420千円

計 4,872千円

 

 
 

建物 10,984千円

工具、器具及び備品 2,040千円

ソフトウエア 2,007千円

計 15,032千円

※３       ―――――――― ※３ リース解約損の内容は次のとおりです。

 
工具、器具及び備品 1,752千円

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 8,300,000 － － 8,300,000
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３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 
  

 
  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 
  

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成21年６月24日 
定時株主総会

普通株式 207,500 25 平成21年３月31日 平成21年６月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 33,200 4 平成22年３月31日 平成22年６月24日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 8,300,000 － － 8,300,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) － 200,090 － 200,090

(変動事由の概要) 

平成22年８月13日開催の取締役会決議による取得  200,000株

単元未満株式の買取請求による取得           90株

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成22年６月23日 
定時株主総会

普通株式 33,200 4 平成22年３月31日 平成22年６月24日

平成22年10月28日 
取締役会

普通株式 24,570 3 平成22年９月30日 平成22年12月７日
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【セグメント情報】 

  

（追加情報） 

当事業年度より「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）および「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）を適用しています。 

  

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 当社は単一セグメントであるため、セグメント情報については記載していません。 

  

当該事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 当社は単一セグメントであるため、セグメント情報については記載していません。 

  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 16,199 2 平成23年３月31日 平成23年６月27日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,835,873千円

現金及び現金同等物 2,835,873千円

２ 重要な非資金取引の内容

当期に新たに計上したファイナンス・リース取引

に係る資産および負債の額は、それぞれ81,531千円で

す。

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,842,450千円

現金及び現金同等物 3,842,450千円

２ 重要な非資金取引の内容

当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に

係る資産および負債の額は、それぞれ311,521千円で

す。 

 

(セグメント情報等)
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【関連情報】 

当該事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しています。 

  

２ 地域ごとの情報 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。 

  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当該事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当該事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

当該事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

(持分法損益等)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
  

 
  

２ １株当たり当期純利益金額 
  

   
  

  

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 583.60円 １株当たり純資産額 595.09円

１株当たり当期純利益金額 4.71円 １株当たり当期純利益金額 12.26円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載していませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載していませ

ん。

項目
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度 

(平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,843,843 4,820,206

普通株式に係る純資産額(千円) 4,843,843 4,820,206

普通株式の発行済株式数(株) 8,300,000 8,300,000

普通株式の自己株式数(株) ― 200,090

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

8,300,000 8,099,910

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 39,063 100,557

普通株式に係る当期純利益(千円) 39,063 100,557

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 8,300,000 8,199,054

(重要な後発事象)
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①代表者の異動  

 該当事項はありません。 

  

  ②その他の役員の異動 

    退任取締役（平成23年３月31日付） 

     取締役会長 三浦 俊一      

  

 
(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、当四半期累計実績か

ら前四半期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提供先および「大証ＦＸ」の取引高を含んでいます。 

  

５．その他

（１）役員の異動

（２）経営管理上の重要な指標の推移

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 1,015 997 925

営業利益 
（△は損失）

(百万円) 15 △21 3 92 228 17 7 △26

四半期純利益 
（△は損失）

(百万円) 3 △14 1 48 114 5 4 △24

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 △2.9

純資産 (百万円) 4,808 4,793 4,795 4,843 4,925 4,894 4,844 4,820

総資産 (百万円) 16,584 17,576 17,660 18,171 21,230 21,904 21,405 19,589

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 △2.99

１株当たり純資産額 (円) 579.32 577.58 577.76 583.60 593.45 597.57 598.08 595.09

自己資本比率 (％) 29.0 27.3 27.2 26.7 23.2 22.3 22.6 24.6

ROE (％) 0.3 △1.2 0.1 4.0 9.4 0.4 0.4 △2.0

自己資本規制比率 (％) 424.5 397.0 401.6 423.9 409.3 384.9 390.2 367.7

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 79,752

総口座数 61,147 71,423 78,582 84,089 90,352 96,355 101,910 106,085

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 12,510

株価
高値 (円) 797 629 480 412 392 352 348 340

安値 (円) 605 400 290 328 295 305 316 220
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