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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 純営業収益 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 ％ 百万円 ％

23年3月期 6,152 4.5 6,081 4.4 △561 ― △554 ― △4,069 ―
22年3月期 5,889 △17.3 5,822 △17.4 △528 ― △577 ― △707 ―

（注）包括利益 23年3月期 △4,085百万円 （―％） 22年3月期 △703百万円 （―％）

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 △583.89 ― △144.6 △1.5 △9.1
22年3月期 △99.29 ― △13.3 △1.5 △9.0

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  △186百万円

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 34,856 771 2.2 110.69
22年3月期 40,395 4,856 12.0 696.86

（参考） 自己資本   23年3月期  771百万円 22年3月期  4,856百万円

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 △7,333 △762 7,779 1,921
22年3月期 △264 △573 183 2,244

2.  配当の状況 

(注) 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 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 当社グループの業績は、外国為替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。 
 その代替手段として、営業収益及び顧客口座数を月次ベースで開示しております。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」の「会計方針の変更」、20ページ「表示方法の変更」、「追加情報」
をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数につきましては、23ページ「１株当たり情報」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） 23年3月期 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 380,301 株 22年3月期 380,278 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 6,969,704 株 22年3月期 7,129,324 株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 993 △41.1 89 △87.8 55 △92.2 △855 ―
22年3月期 1,685 49.8 734 106.5 707 108.6 △13 ―

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
円 銭 円 銭

23年3月期 △122.70 ―
22年3月期 △1.96 ―

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 12,936 3,476 26.9 498.78
22年3月期 5,274 4,335 82.2 622.05

（参考） 自己資本 23年3月期  3,476百万円 22年3月期  4,335百万円

※ 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、財務諸表の監査手続は実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（注） 当社グループの業績は、外国為替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。 
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国向けの需要や景気刺激策などを背

景に一部には持ち直しの動きがみられました。しかしながら、依然として雇用情勢は改善されず厳しい

状況が続いていることに加え、景気の先行きも、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響によ

り低迷することが懸念されております。 

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、レバレ

ッジ規制が施行された平成22年８月から同年９月にかけて一時的に取引高が減少したものの、平成22年

２月にスタートしたアクティブ・トレーダー向けの取引システム「ディールＦＸ」及び平成22年４月に

スタートしたクラウド型のシステムトレード「エコトレＦＸ」がともに着実に取引高を伸ばし、収益の

柱となるまで成長してきております。この結果、当連結会計年度の外国為替取引関連事業の営業収益は

43億３百万円(前年同期比15.8％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、当連結会計年度における有価証券関連事業の営業収益は18億47百万円（前年同期比14.7％

減）となりました。 

これらの結果、当連結会計年度の連結営業収益は、61億52百万円（前年同期比4.5％増）となりまし

た。 

一方、当連結会計年度の連結営業費用は、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、67億13百万円（前年同期比4.6％増、金融費用を含む）となりました。 

以上の結果、当連結会計年度の連結営業損益は５億61百万円の損失（前年同期は５億28百万円の損

失）、連結経常損益は５億54百万円の損失（前年同期は５億77百万円の損失）となりました。 

また、特別利益として投資有価証券売却益２億62百万円を計上する一方、特別損失として、東日本大

震災後の日経平均株価の急落により株価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替

金）が発生したことに伴い、その回収可能性を勘案し貸倒引当金繰入額27億90百万円を計上するととも

に強制決済に伴う取引損失３億72百万円を計上したほか、連結子会社ひまわり証券株式会社においてＣ

ＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸ取引の廃止を決定したことに伴い、当該廃止する業務に係る固定

資産の減損処理による減損損失１億58百万円を計上いたしました。さらに、繰延税金資産の取り崩しに

伴い、法人税等調整額３億72百万円を計上したため、連結当期純損益は40億69百万円の損失（前年同期

は７億７百万円の損失）となりました。 

なお、連結子会社ひまわり証券株式会社で展開してまいりました証券業務につきましては、東日本大

震災後の日経平均株価の急落により預り資産が急減したことに伴い、今後の収益性が見込めないと判断

し、平成23年３月17日付でＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸ取引から撤退することを決定いたし

ました。 

また、連結子会社であったFX ZERO株式会社につきましては、平成20年６月の業務開始以来、赤字が

継続しておりましたが、事業運営の一元化と経営資源の有効活用による経営効率の向上と経営基盤の強

化を図るため、平成22年11月１日付でひまわり証券株式会社と合併しております。 

従いまして、当社グループでは、今後、ひまわり証券株式会社における外国為替証拠金取引及びＣＦ

Ｄ取引に特化し、当社グループが強みを持つこれらの取引に経営資源を集中させることにより、業績の

回復を目指してまいります。 

なお、セグメントの概況は次のとおりです。 

  

① 外国為替取引関連事業 

当連結会計年度の外国為替市場は、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みま

した。加えて東日本大震災の影響により手元の円を増やす動きが広がり、ドル円相場は一時戦後 高値

となる１ドル＝76円台に突入いたしました。 終的には、期首の１ドル＝93円台から１ドル＝83円15銭

で当連結会計年度を終えております。 

こうした事業環境の中、当社グループでは、韓国ＦＸ業者とのＢtoＢ取引の拡大、低スプレッドと高

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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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、すでに当連結会計年度においてＦＸ取引高の41.5％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、当連結会計年度の外国為替取引

関連事業の営業収益は43億３百万円(前年同期比15.8％増)となりました。 

なお、ひまわり証券株式会社では、今年４月より主力事業に成長した「ディールＦＸ」の全10通貨ペ

アのスプレッドを原則固定とし、さらにスプレッドを大幅に縮小して提供していることに加え、今年１

月には、「エコトレＦＸ」のモバイル版である「エコトレＦＸモバイル」の提供を開始しております。

今後これらが顧客の拡大と取引の活性化に繋がり、収益の拡大に寄与してくるものと考えております。

  

② 有価証券関連事業 

当連結会計年度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５月には10,000円を割り込む展開となりました。その後、昨年11月

には10,000円台を回復いたしましたが、東日本大震災の影響により8,227円63銭まで急激に下落いたし

ました。その後持ち直し 終的に9,755円10銭で当連結会計年度を終えました。 

こうした事業環境の中、当社グループにおいても、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、当連結会計年度

における有価証券関連事業の営業収益は18億47百万円(前年同期比14.7％減)となりました。 

  

（連結営業収益の内訳） 

 
（注）各事業の営業収益には内部営業収益が含まれているため、各事業の営業収益の合計は連結営業収益とは一致し

ません。 

  

(次期の見通し) 

当社は連結子会社を通じて外国為替証拠金取引などの金融商品取引業等を営んでおり、当社グループ

の業績は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。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るため、当社では通常の業績予想を開示しておりません。その代替

手段として、営業収益及び顧客口座数を月次ベースで開示しております。 

また、当社グループではＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸ取引からの撤退を決定しており、今

後は、外国為替証拠金取引及びＣＦＤ取引に特化し、当社グループが強みを持つこれらの取引に経営資

源を集中させることにより、業績の回復を目指してまいります。 

なお、平成24年３月期については、以下の要因により平成23年３月期と比較して業績の差異が生じる

見込みであります。 

① 連結子会社であったFX ZERO株式会社は、平成22年11月に連結子会社ひまわり証券株式会社と合併

しております。なお、平成23年３月期におけるFX ZERO株式会社の経営成績（合併以前）は、営業収

益96百万円、経常損失１億25百万円、当期純損失３百万円であります。 

② ひまわり証券株式会社は、平成23年３月17日付でＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸ取引から

           期別
前連結会計年度

（平成22年３月期）
当連結会計年度 

（平成23年３月期） 対前年比
増減率

 区分 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

外国為替取引関連事業 3,716 63.1 4,303 70.0 15.8

有価証券関連事業 2,165 36.8 1,847 30.0 △14.7

ディーリングその他の事業 8 0.1 1 0.0 △79.9

連結営業収益 5,889 100.0 6,152 100.0 4.5
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の撤退を決定し、すでに新規注文の受注を停止しております。従いまして、平成24年３月期には、当社

グループの有価証券関連事業に係る営業収益（平成23年３月期実績18億47百万円）は大幅に減少する

ことになります。一方、同事業に係る金融費用及び電算機費等の営業費用についても減少する見込み

であります。 

③ ひまわり証券株式会社においては、証券事業からの撤退に伴い、希望退職の募集を行っております

が、これに応募して退職する従業員に対して支払う特別退職加算金を平成24年３月期において特別損

失に計上する予定であります。また、平成24年３月期以降は人件費が減少する見込みであります。 

④ 当社グループでは平成23年３月期において新たに銀行借入を行ったため、平成24年３月期以降は、

その支払利息（金融費用）が増加する見込みであります。 

  

（資産、負債、純資産の状況） 

当連結会計年度末の資産総額は、前期末と比べ55億38百万円減少し348億56百万円となりました。こ

れは主に、短期差入保証金が106億89百万円、立替金が25億15百万円、長期未収債権が55億20百万円、

貸倒引当金が△28億３百万円増加したためであります。 

負債総額は、前期末と比べ14億53百万円減少し340億84百万円となりました。これは主に、受入保証

金が100億29百万円、信用取引負債が６億77百万円減少し、外国為替取引受入証拠金が13億59百万円、

短期借入金が79億29百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前期末と比べ40億85百万円減少し７億71百万円となりました。これは主に、当期純損失40

億69百万円を計上したことにより利益剰余金が40億69百万円減少したためであります。なお、当連結会

計年度末の自己資本比率は2.2％となっております。 

  

(キャッシュフローの状況） 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは△73億33百万円（前年同期は△２億64百万

円）、投資活動によるキャッシュ・フローは△７億62百万円（前年同期は△５億73百万円）、財務活動

によるキャッシュ・フローは77億79百万円（前年同期は１億83百万円）となりました。その結果、当連

結会計年度における現金及び現金同等物は、期首より３億23百万円減少し、19億21百万円となりまし

た。 

当連結会計年度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 

営業活動によるキャッシュ・フローは、△73億33百万円となりました。主な増加項目は、短期差入保

証金の減少106億89百万円、貸倒引当金の増加28億３百万円、外国為替受入証拠金の増加13億59百万円

などであります。一方、主な減少項目は税金等調整前当期純損失△36億85百万円の計上、外国為替取引

顧客分別金信託（預託金）の増加△９億56百万円、立替金の増加△25億15百万円、長期未収債権の増加

△55億21百万円及び受入保証金の減少△100億29百万円などであります。 

  

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、担保提供預金の増加△８億63百万円、有形固定資産の取得に

よる支出△46百万円、無形固定資産の取得による支出△48百万円及び長期前払費用の取得による支出△

62百万円、投資有価証券の売却による収入３億27百万円などにより、△７億62百万円となりました。 

  

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、短期借入金の増加により77億79百万円となりました。 

（２）財政状態に関する分析
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当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しております。また、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、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な

情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グループはこれらのリスクの発生要因を認識

した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

本項におきましては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算短信発表日（平成23

年５月13日）現在において判断したものであります。 

  

① 業績の推移及び将来の収益性について 

当社グループの収益の柱となる外国為替証拠金取引の収益は、預り資産及び口座数の増大に大きく依

存しております。今後も引き続き、顧客基盤の拡大に努めてまいりますが、将来において見込みどおり

に預り資産及び口座数が増加する保証はありません。また、これらが順調に推移した場合でも、相場の

変動など外部環境による影響を受ける可能性があります。 

また、当社グループでは、ＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸ取引からの撤退を決定しており、

平成24年３月期以降についてはこれらの業務に係る営業収益がほぼ皆無となります。そのため、証券業

務等からの撤退後の営業収益に見合うコスト構造への転換が急務となっており、撤退業務に係る電算機

費等の削減や希望退職者の募集等、コストの削減に取り組んでおりますが、今後、見込みどおりにコス

ト削減が進まない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 外国為替取引関連事業について 

Ａ．外国為替証拠金取引の特性及び相場変動について 

当社グループの収益の柱となる外国為替証拠金取引は、顧客にとってリスクの大きいものであるた

め、取引の仕組みやリスクについて十分な説明及び注意喚起を行うとともに、口座開設の審査段階にお

いても、これらについて十分な理解が得られていることを確認する仕組みとしています。また、インタ

ーネット上で実施するセミナー等でも、取引の仕組み、取引方法、リスク管理等について啓蒙を行って

おります。 

また、外国為替証拠金取引は、顧客の取引高の増減によって収益が左右される傾向にあります。その

取引高は主に外国為替相場の変動率に影響されるため、相場が長期にわたり停滞した場合には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。そのほか、相場が顧客にとって不利に変動し損失とな

り預り証拠金が減少した場合や、景気の悪化等により顧客の投資意欲が減退した場合には、その後の取

引高が減少する可能性があり、そのような場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

なお、顧客に損失が生じた場合でも預り証拠金の範囲内に損失額がおさまるよう、マージンカットラ

インを設けるなどして、顧客の与信リスク管理には万全を期しておりますが、相場の急激な変動等によ

り顧客に預り証拠金を超える金額の損失が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

Ｂ．カウンターパーティーについて 

店頭外国為替証拠金取引は顧客と連結子会社ひまわり証券株式会社との間における相対取引でありま

すが、同社は基本的に、顧客に対する自己のポジションのリスクヘッジのため、欧米の有力金融機関、

国内都市銀行、国内大手証券会社等の複数のカウンターパーティーとの間で相対によるヘッジ取引（カ

バー取引）を随時行っております。複数の取引先を確保することにより、取引の流動性の確保や個別の

カウンターパーティーが取引不能となるリスクに備えていますが、システム障害その他の理由により十

分なカバー取引を行えない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

カウンターパーティーに対しては、カバー取引の証拠金として金融機関による保証状（L/G）の差し

入れ又は自己資金の預託を行っていますが、当社グループの経営成績の悪化等により信用力が低下した

場合には、証拠金の追加預託等を求められたり、カバー取引が打ち切られたりする可能性があり、この

ような場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、カウンターパーティー

（３）事業等のリスク
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の経営破綻等により預託している証拠金の返還を受けられなくなる等の事態が生じた場合には、当社

グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

Ｃ．競争激化について 

当社グループの主力事業である外国為替証拠金取引は、金融業界だけでなくその他の業界からも参入

しており、取引スプレッドの縮小、取扱商品、サービス等の競争が激化しています。 

このような環境の中、当社グループでは顧客のニーズを捉えた商品や取引システム、きめ細かなサポ

ート等の付加価値によって他社との差別化を図っております。しかしながら、さらなる新規参入による

取引業者の増加や、商品・サービス面等の競争が想定以上に激化し、当社グループの戦略が有効に機能

できなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ コンピュータ・システムについて 

Ａ．システム設備等について 

当社グループのコンピュータ・システムは、外国為替取引等における勘定系システム、インターネッ

ト取引などの対外接続系システム、並びに人事システムなど内部管理データを扱う情報系システムから

構成されており、専門知識を有するシステム要員により、その開発及び管理を行っております。サーバ

ーなどコンピュータ・システムにつきましては、耐震性について信頼性の高い外部のiDC（インターネ

ットデータセンター）に設置されており、さらにコンピュータ・システム及びその設置場所と当社グル

ープとの間の回線についても、バックアップシステムや回線の多重化など十分な冗長化を図ることで、

万一の場合に備えております。しかし、これらが有効に機能せず、事業活動に支障をきたす場合には、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また今後、システムの開発・増強に伴い費用が

増加することとなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

Ｂ．システム障害について 

当社グループの扱う業務はその全て又は一部をコンピュータ・システムに依存しております。当社グ

ループにおきましてはシステムの改善、サーバーの増強などシステムの安定稼動に努めておりますが、

アクセス数の増加や想定を上回る取引注文集中、開発段階又は予期せぬ事態によるシステムプログラム

の不具合、人為的ミス、その他の要因などによりシステム障害が生じ、顧客取引の処理を適切に行えな

い場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループでは外部の委託先業者において開発・管理されている取引システムも導入してお

ります。定期的な委託先業者とのミーティング等によりシステムの改善や安定稼動に努めております

が、委託先業者のシステム障害や想定を上回る取引注文集中、システムプログラムの不具合、その他の

要因などにより委託先業者の取引システムが適切に稼動できなくなった場合等には、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

Ｃ．システムのセキュリティについて 

システムのセキュリティにつきましては万全を期しておりますが、不正アクセスやコンピュータウィ

ルスなどによりシステムに損害を被る可能性や顧客情報が流出する恐れがあります。このような場合に

は、当社グループの信用力の低下は免れず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 法的規制について 

Ａ．金融商品取引業に係る規制について 

当社グループの主たる業務である外国為替証拠金取引及びＣＦＤ取引は金融商品取引法並びにその他

の関連法令の適用を受けております。同法は、外国為替証拠金取引及びＣＦＤ取引等を業として扱うに

は金融商品取引業者としての登録を受ける必要がある旨を定めており、連結子会社ひまわり証券株式会

社は同法に基づき金融商品取引業者の登録を行っております。また、内閣総理大臣、金融庁長官、証券

取引等監視委員会及び財務局長は、当社グループを監督・規制し、金融商品取引法、同施行令など関連

法令を施行する権限を有しております。 

金融商品取引業者は、金融商品取引法及び金融商品取引業者等に関する内閣府令において、勧誘規
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制、広告規制、顧客資産の分別管理及び財務の健全性を測る重要な指標として自己資本規制比率など

の規制を受けております。これら関連法令に対する違反があった場合には、登録の取消し、業務停止な

どの様々な行政処分が行われることがあり、そのような場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

Ｂ．レバレッジ規制について 

平成21年８月３日に公布された「金融商品取引業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」

により、個人顧客を相手方とする外国為替証拠金取引等についてレバレッジ（証拠金に対する想定元本

の比率）規制が導入され、平成22年８月１日からレバレッジが 大50倍に規制されております。さら

に、平成23年８月１日からレバレッジが 大25倍に規制が強化される予定で、これにより外国為替証拠

金取引の取引高が減少する可能性があり、この場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

Ｃ．個人情報の保護について 

当社グループは顧客の氏名、連絡先、金融資産の状況や銀行口座などの個人情報を取扱っており、こ

れら個人情報につきましては、個人情報の保護に関する法律及び社内規程等に基づき適切に社内管理を

行っております。また、個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合には、個人情報の取扱いや秘密保

持に関する契約を行う等、個人情報の取扱いや管理には十分な注意を払っております。しかしながら、

外部からの不正アクセスや内部管理体制の瑕疵などにより個人情報が漏洩した場合、又は委託先業者に

おいて個人情報が漏洩した場合には、当社グループは監督官庁からの処分や損害賠償請求を受けると同

時に社会的信用を失う恐れがあり、この場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

Ｄ．金融商品販売法について 

当社グループの事業につきましては、金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）による規制

を受けております。当社グループでは同法に基づき、勧誘方針のホームページ等での公表や社内規程に

よる取引の仕組みやそのリスクについての説明義務の明確化などにより、コンプライアンスの徹底を図

っておりますが、説明義務の違反などがあった場合には、当社グループは損害賠償責任を問われること

があり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

Ｅ．各種法的規制の改正等について 

当社グループは、上記に揚げた法律だけでなく、その他の諸法令及び自主規制団体等の定める諸規定

等に従い業務を遂行しており、役職員に対しコンプライアンスの周知徹底に努め、各種法令等の遵守に

努めております。今後、当社グループの業務に関係する法令等の制定、改正等が行われた場合には、当

社グループの業務又は顧客の取引動向に影響する可能性があり、その場合には業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

⑤ 当社グループの経営基盤について 

Ａ．人員体制について 

当社グループでは、証券業務等からの撤退後の適正規模の人員構成を実現し、早期の業績回復を目指

すため、希望退職者の募集を行っております。今後は新しい組織体制の構築に努めるほか、引き続き社

員教育等によって従業員の育成に努めてまいります。しかしながら、優秀な従業員の確保ができなかっ

た場合や、従業員が大量に外部へ流出した場合、業務の円滑な執行が困難となる可能性があり、業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

Ｂ．立替金債権の回収について 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災後の国内株式相場の急落等に伴い、株価指数先物・オプシ

ョン取引顧客について決済損に対する不足金（立替金）が発生し、その残高は平成23年３月31日現在で

80億14百万円であります。現在、該当顧客からの債権回収に向けて専門部署を組織し、弁護士の指導の
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もと鋭意回収作業に努めており、また、速やかに入金されない不足金残高については、個別に回収可

能性を勘案して貸倒引当金を計上しております。しかしながら、今後、想定以上の回収不能額が発生し

た場合には、貸倒引当金の積み増しなどさらなる損失処理が必要となる可能性があり、その場合には当

社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

Ｃ．借入金の返済について 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災後の国内株式相場の急落に伴う株価指数先物・オプション

取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）の発生による資金繰りを確保するため、当社グループでは

取引銀行からの融資により資金を調達しており、その残高は平成23年３月31日現在で78億75百万円であ

ります。この借入金は、第一義的には顧客からの債権回収によって返済していくことになりますが、顧

客から回収ができない金額については、当社グループの将来の収益によって返済していく予定でありま

す。しかしながら、想定以上の回収不能額が発生した場合や当社グループの業績が想定どおりに推移し

ない場合には、返済計画の変更が必要となり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

Ｄ．資金繰りについて 

当社グループは、業務の遂行に必要となる資金を機動的かつ安定的に調達する必要があり、資金繰り

の適切な管理に努めております。しかしながら、当社グループの経営成績の悪化等により信用力が低下

し、必要な資金の確保が困難になった場合や、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされた場

合、又は調達自体ができなくなった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

Ｅ．災害や停電等の発生について 

当社及び当社連結子会社は同一建物内に事務所を構えており、支店等は設けておりません。災害等に

より、建物や通信システム等に被害があった場合、あるいは従業員の被災や通勤困難などにより人員の

確保が困難になった場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループでは、外国為替証拠金取引等をオンライン取引として提供しており、その他の業

務も含めコンピュータ・システムに依存しております。そのため、長期にわたる計画停電の実施や、予

期せぬ大規模停電が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 重要な訴訟等の提起について 

当社グループの事業につきましては、顧客との紛争をはじめ様々な訴訟の対象となるリスクがありま

す。将来、重要な訴訟等が提起された場合や、係属中の訴訟において当社グループに不利な判決等が出

された場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、外国為替証拠金取引のパイオニアとして、先進的で独自性の高いサービスを提供す

ることにより、お客様の投資ニーズに的確に応えていくことを基本方針としております。 

  

当社グループでは、収益の源泉となる顧客口座数・預り資産を経営の 重要指標と捉え、その一層の

拡大に努めております。あわせて収益性の向上、経営効率の改善に努め、業績の向上を目指してまいり

ます。 

  

当社グループは、ＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸ取引からの撤退を決定しており、今後は、

店頭外国為替証拠金取引及びＣＦＤ取引に特化してまいります。 

店頭外国為替証拠金取引、ＣＦＤ取引ともに当社グループが日本で 初にスタートさせた取引です

２．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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が、現在では多くの金融商品取引業者が取り扱い、広く投資家に認知される商品となりました。当社

グループでは、これらのパイオニアとして蓄積されたノウハウとブランド力を生かすとともに、さらに

先進的で独自性の高いサービスの提供により付加価値を高めることで、一層競争力を高め、多くのお客

様に支持される企業を目指してまいります。 

  

市場環境、業者間競争、顧客ニーズの変化、新たな規制の導入など、当社グループを取り巻く事業環

境は刻々と変化しております。当社グループでは、こうした環境変化に積極的に対応し、事業基盤を一

層拡大していくため、以下の課題に取り組んでまいります。 

  

① 継続的な競争力の確保 

当社グループの中核業務である外国為替証拠金取引では、市場の成熟化とレバレッジ規制の導入など

により取引仕様の均質化が進む中、同業他社との差別化を図り、継続的に競争力を確保していくことが

重要であると認識しております。こうした観点から当社グループでは、顧客ニーズの多様化に対応する

ための各種取引システムの導入を進めるとともに、新サービスの投入や商品性の見直しを図ってまいり

ました。今後も、顧客のニーズを的確にとらえ、先進的で独自性の高いサービスをスピーディに提供

し、他社との差別化と競争力の確保に努めてまいります。 

  

② 事業体制の確立 

当社グループでは、ＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸ取引からの撤退により、平成24年３月期

以降については営業収益が大幅に減少する見込みであり、コスト削減が急務となっております。その一

環として、希望退職者の募集等を行っておりますが、今後、証券業務等からの撤退後の適正規模の人員

構成を早期に実現し、少数精鋭化による効率性の高い事業体制の確立を図ってまいります。 

  

③ 立替金債権の回収 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災後の国内株式相場の急落等に伴い、株価指数先物・オプシ

ョン取引顧客について決済損に対する多額の不足金（立替金）が発生いたしました。当該立替金は当社

グループの顧客に対する債権であり、その早期の回収が重要な課題であると認識しております。現在、

該当顧客からの債権回収に向けての専門部署を組織し、弁護士の指導のもと鋭意回収作業を進めており

ますが、今後も引き続き早期の債権回収に努めてまいります。 

  

④ 内部管理体制の強化 

金融商品取引業を営む当社グループにおきましては、直面する様々なリスクに適切に対応すべく、有

効な内部管理体制を構築することが重要であると認識しております。その一環として、マーケット・リ

スクに対応するため取引のモニタリング体制を整備するとともに、自然災害やシステム障害等の不測の

事態に備えてＢＣＰ（事業継続計画）やコンティンジェンシー・プラン（緊急時の対応計画）を策定し

ておりますが、これらをさらに有効なものとするべく、随時見直しに努めてまいります。 

 また、役職員に対してコンプライアンス意識の徹底を図り、社会的信用を高めるため、今後とも、社

内研修等を通じて、役職員の法令・諸規則の理解を深めるとともにコンプライアンス意識の向上に努め

てまいります。さらに、内部統制システムの継続的な見直しを進めるとともに、業務効率の改善や業務

基盤の充実を図り、より高いレベルの内部管理体制の構築に努めてまいります。 

  

（４）会社の対処すべき課題
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３．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,358,919 2,899,104

預託金 20,190,212 21,168,830

トレーディング商品 － 23,581

信用取引資産 921,352 243,606

信用取引貸付金 630,001 227,757

信用取引借証券担保金 291,351 15,849

短期差入保証金 11,853,177 1,163,945

支払差金勘定 225,176 8,322

立替金 131 2,515,613

外国為替勘定 2,368,061 2,673,826

繰延税金資産 319,027 －

その他 593,954 336,511

貸倒引当金 △21,168 △20,291

流動資産合計 38,808,845 31,013,052

固定資産

有形固定資産

建物 119,430 119,430

減価償却累計額 △36,037 △49,942

減損損失累計額 － △1,935

建物（純額） 83,392 67,552

器具及び備品 730,961 701,727

減価償却累計額 △490,624 △569,837

減損損失累計額 － △1,752

器具及び備品（純額） 240,337 130,137

リース資産 24,769 91,361

減価償却累計額 △4,424 △7,449

リース資産（純額） 20,345 83,911

有形固定資産合計 344,075 281,600

無形固定資産

リース資産 406,554 331,164

その他 242,752 165,251

無形固定資産合計 649,307 496,416

投資その他の資産

投資有価証券 87,022 64,706

長期未収債権 225,686 5,746,429

繰延税金資産 44,936 －

その他 729,426 552,545

貸倒引当金 △494,148 △3,298,548

投資その他の資産合計 592,924 3,065,133

固定資産合計 1,586,306 3,843,150

資産合計 40,395,152 34,856,202

ひまわりホールディングス㈱（8738）平成23年３月期決算短信

- 10 -



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 1,050,000 8,979,348

トレーディング商品 － 6,462

約定見返勘定 － 577

信用取引負債 921,352 243,606

信用取引借入金 630,001 227,757

信用取引貸証券受入金 291,351 15,849

預り金 800,252 616,320

受入保証金 11,973,383 1,944,257

外国為替受入証拠金 19,540,530 20,899,950

受取差金勘定 － 407

リース債務 127,506 159,635

未払法人税等 8,476 21,075

賞与引当金 44,496 －

その他 244,344 390,109

流動負債合計 34,710,343 33,261,751

固定負債

リース債務 340,644 263,713

繰延税金負債 2,775 132

退職給付引当金 422,406 485,299

固定負債合計 765,826 749,145

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 62,094 73,841

商品取引責任準備金 － 14

特別法上の準備金合計 62,094 73,855

負債合計 35,538,265 34,084,753

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 847,090 △3,222,417

自己株式 △194,643 △194,651

株主資本合計 4,852,866 783,350

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,021 △11,900

その他の包括利益累計額合計 4,021 △11,900

純資産合計 4,856,887 771,449

負債純資産合計 40,395,152 34,856,202
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業収益

受入手数料 1,834,287 1,660,047

トレーディング損益 3,779,213 4,288,248

金融収益 41,970 36,401

その他 233,734 167,558

営業収益合計 5,889,206 6,152,255

金融費用 67,102 71,105

純営業収益 5,822,104 6,081,149

販売費及び一般管理費

取引関係費 1,501,955 1,703,251

人件費 1,682,890 1,547,755

不動産関係費 217,794 211,409

事務費 156,303 151,660

電算機費 1,755,392 2,029,640

減価償却費 496,587 439,997

租税公課 25,124 54,376

貸倒引当金繰入額 6,392 10,786

その他 507,975 493,373

販売費及び一般管理費合計 6,350,416 6,642,251

営業損失（△） △528,311 △561,102

営業外収益

受取利息 18,625 14,407

その他 6,668 7,918

営業外収益合計 25,294 22,326

営業外費用

株式交付費 － 8,570

持分法による投資損失 69,006 －

貸倒引当金繰入額 － 5,453

その他 5,519 1,529

営業外費用合計 74,526 15,553

経常損失（△） △577,543 △554,328
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 － 262,189

貸倒引当金戻入額 7,896 －

持分変動利益 15,145 －

その他 3,758 14,525

特別利益合計 26,800 276,714

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 12,880 11,746

商品取引責任準備金繰入額 － 14

貸倒引当金繰入額 112,013 2,790,469

持分法による投資損失 117,416 －

減損損失 58,512 158,350

強制決済に伴う取引損失 － 372,656

その他 7,923 74,680

特別損失合計 308,747 3,407,918

税金等調整前当期純損失（△） △859,490 △3,685,533

法人税、住民税及び事業税 4,641 11,753

法人税等調整額 △156,247 372,221

法人税等合計 △151,605 383,974

少数株主損益調整前当期純損失（△） △707,884 △4,069,507

当期純損失（△） △707,884 △4,069,507
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 連結包括利益計算書

(単位：千円)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △4,069,507

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,921

その他の包括利益合計 △15,921

包括利益 △4,085,429

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △4,085,429

少数株主に係る包括利益 －
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(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 3,460,000 3,460,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,460,000 3,460,000

資本剰余金

前期末残高 740,419 740,419

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 740,419 740,419

利益剰余金

前期末残高 1,699,369 847,090

当期変動額

剰余金の配当 △144,395 －

当期純損失（△） △707,884 △4,069,507

当期変動額合計 △852,279 △4,069,507

当期末残高 847,090 △3,222,417

自己株式

前期末残高 △96,123 △194,643

当期変動額

自己株式の取得 △98,520 △7

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △98,519 △7

当期末残高 △194,643 △194,651

株主資本合計

前期末残高 5,803,665 4,852,866

当期変動額

剰余金の配当 △144,395 －

当期純損失（△） △707,884 △4,069,507

自己株式の取得 △98,520 △7

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △950,799 △4,069,515

当期末残高 4,852,866 783,350
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 100 4,021

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3,920 △15,921

当期変動額合計 3,920 △15,921

当期末残高 4,021 △11,900

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 100 4,021

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3,920 △15,921

当期変動額合計 3,920 △15,921

当期末残高 4,021 △11,900

純資産合計

前期末残高 5,803,766 4,856,887

当期変動額

剰余金の配当 △144,395 －

当期純損失（△） △707,884 △4,069,507

自己株式の取得 △98,520 △7

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,920 △15,921

当期変動額合計 △946,879 △4,085,437

当期末残高 4,856,887 771,449
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純損失（△） △859,490 △3,685,533

減価償却費 496,587 439,997

貸倒引当金の増減額（△は減少） 110,533 2,803,522

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,784 △44,496

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,834 62,892

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 12,880 11,746

受取利息及び受取配当金 △18,923 △14,668

支払利息 42,195 48,959

為替差損益（△は益） △10,075 7,003

株式交付費 － 8,570

固定資産除却損 － 21,344

減損損失 58,512 158,350

持分法による投資損益（△は益） 186,423 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △262,189

投資有価証券評価損益（△は益） － 289

損害賠償損失 － 4,000

持分変動損益（△は益） △15,145 －

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） 29,786 △780

短期差入保証金の増減額（△は増加） 24,719 10,689,232

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △1,385,000 △11,026

外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増
加）

△3,898,399 △956,810

商品委託者保護基金預託の増減額（△は増加） － △10,000

立替金の増減額（△は増加） － △2,515,481

長期未収債権の増減額（△は増加） 11,029 △5,521,013

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 3,784,417 1,359,419

外国為替勘定の増減額（△は増加） 750,891 △305,765

受入保証金の増減額（△は減少） 761,581 △10,029,125

預り金の増減額（△は減少） 109,910 △183,932

支払差金勘定の増減額（△は増加） △11,679 216,853

その他 △118,615 324,490

小計 △10,808 △7,337,114

利息及び配当金の受取額 26,041 21,549

利息の支払額 △41,743 △64,432

法人税等の支払額 △238,437 △9,474

法人税等の還付額 － 104,156

損害賠償金の支払額 － △4,000

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 △264,947 △7,333,314
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(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

定期預金の預入による支出 △114,000 －

担保提供預金の増減額（△は増加） － △863,730

有形固定資産の取得による支出 △288,412 △46,588

有形固定資産の売却による収入 － 7,142

無形固定資産の取得による支出 △87,161 △48,486

長期前払費用の取得による支出 － △62,993

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 5,248 327,566

貸付けによる支出 △2,658 △6,200

貸付金の回収による収入 3,136 2,786

その他 △86,625 △1,734

投資活動によるキャッシュ・フロー △573,973 △762,416

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 40,419,025 48,588,974

短期借入金の返済による支出 △39,869,025 △40,659,626

自己株式の取得による支出 △98,760 －

配当金の支払額 △144,089 －

リース債務の返済による支出 △120,591 △141,200

その他 △3,538 △8,969

財務活動によるキャッシュ・フロー 183,021 7,779,177

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,075 △7,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △645,823 △323,556

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期末残高 2,244,919 1,921,363
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前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(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。 

  

会計方針の変更 

 
  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

（退職給付に係る会計基準等）
 当連結会計年度から平成20年７月31日公表の「退職
給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会 
計基準委員会 企業会計基準第19号）の適用に伴い、 
退職給付債務の計算における割引率については、連結 
会計年度末における安全性の高い長期の債券の利回り 
を基礎として算定する方法に変更しております。
 本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差
額に関わる適用初年度の費用処理額は19,229千円であ 
り、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失 
はそれぞれ19,229千円増加しております。
 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債
務の差額の未処理残高は38,458千円であります。
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に
記載しております。

（資産除去債務に関する会計基準等）
当連結会計年度から平成20年３月31日公表の「資産除

去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号）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)を適用しております。
なお、当該会計基準等の適用開始に伴う損益への影響

はありません。
（企業結合に関する会計基準等）
当連結会計年度より、「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。
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追加情報 

 
  

表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

（連結損益計算書）
(1)従来、区分掲記していた「固定資産除却損」を特別
損失の「その他」に含めて計上しております。な 
お、当連結会計年度の固定資産除却損は1,079千円で 
あります。
（連結キャッシュ・フロー計算書）
(1)従来、区分掲記していた「投資事業組合運用損益
（△は益）」を営業活動によるキャッシュ・フロー 
の「その他」に含めて計上しております。なお、当 
連結会計年度の投資事業組合運用損は952千円であり 
ます。
(2)従来、区分掲記していた「固定資産除却損」を営業
活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め 
て計上しております。なお、当連結会計年度の固定 
資産除却損は1,079千円であります。

（連結損益計算書）
(1)「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）に基づく財務諸表等規則等
の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府
令第５号）の適用に伴い、当連結会計年度では、「少数
株主損益調整前当期純損失（△）」の科目を表示してお
ります。
(2)従来、営業外費用の「その他」に含めて計上してお
りました「貸倒引当金繰入額」を区分掲記しておりま
す。なお、前連結会計年度の貸倒引当金繰入額は24千円
であります。
(3)従来、区分掲記していた「貸倒引当金戻入額」を特
別利益の「その他」に含めて計上しております。なお、
当連結会計年度の貸倒引当金戻入額は3,186千円で 
あります。
（連結キャッシュ・フロー計算書）
(1)従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その
他」に含めて計上しておりました「立替金の増減額」を
区分掲記しております。なお、前連結会計年度の立替金
の増減額は580千円であります。
(2)従来、「法人税等の支払額」に含めて計上しており
ました「法人税等の還付額」を区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の法人税等の還付額は1,190千円
であります。
(3)従来、区分掲記していた「自己株式の取得による支
出」を財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」
に含めて計上しております。なお、当連結会計年度の自
己株式の取得による支出は△８千円であります。
(4)従来、区分掲記していた「配当金の支払額」を財務
活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め 
て計上しております。なお、当連結会計年度の配当金の
支払額は257千円であります。
(5)従来、投資活動によるキャッシュ・フローの「その
他」に含めて計上しておりました「長期前払費用の取得
による支出」を区分掲記しております。なお、前連結会
計年度の長期前払費用の取得による支出は83,689千円で
あります。
(6)従来、区分掲記していた「定期預金の預入による支
出」を「担保提供預金の増減額」に含めて計上しており
ます。なお、当連結会計年度の定期預金の預入による支
出は817,000千円であります。

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

(1)当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び 
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企 
業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を 
適用しております。
(2)当社及び連結子会社は従来、確定給付型の制度と
して、退職一時金制度を設けるとともに、退職一時 
金制度による定年時の退職給与の20％について適格 
退職年金制度を設けておりましたが、平成21年４月 
１日に現行退職金制度をポイント制退職金制度に改 
定するとともに、平成21年７月をもって適格退職年 
金制度を廃止し、退職一時金制度に移行し、「退職 
給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計 
基準適用指針第１号 平成14年１月31日）を適用して 
おります。本移行に伴う影響額は、特別損失その他 
として5,944千円計上しております。

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計
基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を 
適用しております。
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
※当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
(注) １  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  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用（509,252千円）の主なものは、当社に係る費

用及び子会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

３  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた資産（699,956千円）の主なものは、当社に係る資産、子会社の

余資運用資金及び総務部門等管理部門に係る資産等であります。 

４  会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準委員会第19号 平成20年７月31日）を適用しております。この変更に伴い、前連結会計年度

と同一の方法によった場合に比べ、「外国為替取引関連事業」については営業費用が8,210千円、「有価証

券関連事業」は4,867千円、「ディーリングその他の事業」は3,145千円、「消去又は全社」は3,005千円多

く計上され、営業損失がそれぞれ同額増加しております。 

５  減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及び償却額が含まれております。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 在外子会社及び在外支店が無いため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高（営業収益）が無いため、該当事項はありません。 

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 △703,964千円

少数株主に係る包括利益 －千円

計 △703,964千円

その他有価証券評価差額金 3,920千円

持分法適用会社に対する持分相当額 －千円

計 3,920千円

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

外国為替取引関
連事業

(千円)

有価証券関連事
業

(千円)

ディーリングそ
の他の事業

(千円)

計 
(千円)

消去又は 
全社

(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 営業収益及び営業損益

 営業収益

 (1)外部顧客に対する営業
収益

3,716,020 2,164,421 8,764 5,889,206 － 5,889,206

 (2)セグメント間の内部営
業収益又は振替高

－ 614 － 614 (614) －

計 3,716,020 2,165,036 8,764 5,889,820 (614) 5,889,206

 営業費用 3,366,691 2,431,555 110,018 5,908,266 509,252 6,417,518

 営業利益又は営業損失
(△)

349,329 △266,519 △101,254 △18,445 (509,866) △528,311

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

 資産 21,709,150 17,757,000 229,045 39,695,196 699,956 40,395,152

 減価償却費 324,830 159,395 23 484,249 12,337 496,587

 減損損失 － － 58,512 58,512 － 58,512

 資本的支出 327,241 170,536 280 498,057 9,906 507,963

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高（営業収益）)
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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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は

市場実勢価格に基づいております。 

  
３ 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報、報告セグ

メント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３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△547,037千円は、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、連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

４ セグメント資産の調整額625,000千円の主なものは、当社に係る資産、子会社の余資運用資金及び総務部門等

管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用及び償却額が含まれておりま

す。 

６ 減価償却費の調整額10,321千円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

７ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額70千円は、本社の設備投資額であります。 

  

当連結会計年度より「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）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。 

(セグメント情報)

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

連結財務諸
表計上額
（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

4,303,492 1,847,004 6,150,497 1,758 6,152,255 － 6,152,255

  セグメント間の内部営業
収益又は振替高

－ － － － － － －

計 4,303,492 1,847,004 6,150,497 1,758 6,152,255 － 6,152,255

セグメント利益又はセグメ
ント損失（△）

530,023 △528,688 1,335 △15,399 △14,064 △547,037 △561,102

セグメント資産（注4） 24,274,886 9,870,982 34,145,868 85,334 34,231,202 625,000 34,856,202

その他の項目

減価償却費（注5,6） 273,553 155,822 429,376 300 429,676 10,321 439,997

減損損失 16,241 142,109 158,350 － 158,350 － 158,350

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額（注5,7）

83,535 138,469 222,005 1,500 223,505 70 223,575

(追加情報)
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連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リ

ース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会

計、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

  

 
(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又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 

(開示の省略)

(１株当たり情報)

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度

(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 696円86銭

１株当たり当期純損失 99円29銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり純資産額 110円69銭

１株当たり当期純損失 583円89銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在
しないため記載しておりません。

 

 当社は、平成21年８月１日付にて普通株式10株を１
株とする株式併合を行いました。

 前期首に当該株式併合が行われたと仮定した場合に
おける前連結会計年度末の（１株当たり情報）の各数
値は以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 803円86銭

１株当たり当期純利益 42円11銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

項目
前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

当連結会計年度末

(平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,856,887 771,449

普通株式に係る純資産額（千円） 4,856,887 771,449

普通株式の発行済株式数（株） 7,350,000 7,350,000

普通株式の自己株式数（株） 380,278 380,301

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） 6,969,722 6,969,699

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失(△)（千円） △707,884 △4,069,507

普通株式に係る当期純損失(△)（千円） △707,884 △4,069,507

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） 7,129,324 6,969,704

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

－ －
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前連結会計年度 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（資本準備金の額の減少） 

平成22年６月29日開催の第８期定時株主総会において資本準備金の額の減少について決議されてお

ります。 

当該資本準備金の額の減少の内容は下記のとおりであります。 

１ 資本準備金の額の減少の目的及び方法 

今後の資本政策上の柔軟性、機動性を確保するため、会社法448条第１項の規定に基づき、資 

本準備金の額を減少し、その同額をその他資本剰余金に振替えるものであります。 

  

２ 減少する資本準備金の額 

300,000千円 

  

３ 資本準備金の額の減少の日程 

(1) 取締役会決議日 平成22年５月14日（金） 

(2) 定時株主総会決議日 平成22年６月29日（火） 

(3) 債権者異議申述公告 平成22年７月１日（木）（予定） 

(4) 債権者異議申述 終期日 平成22年８月２日（月）（予定） 

(5) 効力発生日 平成22年８月５日（木）（予定） 

  

当連結会計年度 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（大量の希望退職者の募集） 

当社連結子会社ひまわり証券株式会社は、平成23年４月14日開催の同社取締役会において、希望退

職者の募集を実施することを決議しております。 

  

１ 希望退職者募集の理由 

ひまわり証券株式会社では、証券業務からの撤退を決定しており、今期以降、営業収益が大幅に減

少する見込みであります。そのため、証券業務撤退後の適正規模の人員構成を実現し、早期の業績回

復を目指すため、希望退職者の募集を行うものであります。 

  

２ 希望退職募集の対象者、募集人員 

募集対象者 ひまわり証券株式会社の全従業員 

募集人員  80名程度 

  

３ 募集期間 

平成23年４月18日から平成23年５月16日まで（予定） 

  

４ 希望退職による損失の見込額 

現時点では応募者数等が未確定であるため、業績への影響についても未定であります。 

  

５ その他重要な特約等がある場合にはその内容 

退職金に加え特別加算金を支給するとともに、希望者に対しては再就職支援を行います。 

  

(重要な後発事象)
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