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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 917 △51.8 835 △55.8 △484 ― △487 ― △588 ―
23年3月期第1四半期 1,904 23.5 1,888 23.8 235 ― 240 ― 190 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △578百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 186百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △84.51 ―
23年3月期第1四半期 27.32 ―

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

24年3月期第1四半期 31,484 193 0.6 27.71
23年3月期 34,856 771 2.2 110.69
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  193百万円 23年3月期  771百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
(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
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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
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。 



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
（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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 7,350,000 株 23年3月期 7,350,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 380,301 株 23年3月期 380,301 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,969,699 株 23年3月期1Q 6,969,721 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により

多くの企業が被災したことに加え、計画停電や消費の自粛ムードなど全国的に影響が出たことにより大

きく落ち込むこととなりました。景気の先行きも、電力不足や増税などが予想されており厳しい状況が

見込まれております。 

このような環境の中、当社グループにおける当第１四半期連結累計期間の連結営業収益は、主力事業

である外国為替証拠金取引において、アクティブトレーダー向けの取引システム「ディールＦＸ」のス

プレッドを大幅に縮小し競争力の強化に努めてまいりました。しかし、当第１四半期連結累計期間にお

ける外国為替相場は、一時的に動く時期こそありましたが、おおむねボラティリティが低い状況となっ

たことに加えて、ＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸの撤退により、当第１四半期連結累計期間の

連結営業収益は９億17百万円（前年同期比51.8％減）となりました。 

一方、当第１四半期連結累計期間の連結営業費用は、ＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸの撤退

に伴い、当該業務に係る支払手数料や従量制のシステム使用料などの変動費が減少いたしました。しか

し、一部の顧客取引が残存しているため証券業務システム費用や残務処理に伴う人件費などが残ってお

り、当該業務におけるコストのすべてが減少するには至っていないため、当第１四半期連結累計期間の

連結営業費用は14億１百万円（前年同期比16.0％減、金融費用を含む）となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結営業損益は４億84百万円の損失（前年同期は２億35百

万円の利益）、連結経常損益は４億87百万円の損失（前年同期は２億40百万円の利益）となりました。

また、特別利益として退職給付制度終了益23百万円を計上する一方、特別損失として連結子会社ひま

わり証券株式会社で実施した希望退職者の募集に伴う退職特別加算金93百万円を計上したほか、投資有

価証券売却損29百万円を計上したため、当第１四半期連結累計期間の連結四半期純損益は５億88百万円

の損失（前年同期は１億90百万円の利益）となりました。 

  

（資産・負債・純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ33億71百万円減少し314億84百万円となり

ました。これは主に預託金が27億６百万円、短期差入保証金が６億41百万円、立替金が11億17百万円そ

れぞれ減少し、現金及び預金が９億42百万円、外国為替勘定が７億51百万円それぞれ増加したためであ

ります。 

負債総額は、前期末と比べ27億93百万円減少し312億91百万円となりました。これは主に短期借入金

が10億69百万円、受入保証金が13億22百万円、預り金が５億77百万円それぞれ減少し、外国為替受入証

拠金が４億42百万円増加したためであります。 

純資産は、前期末と比べ５億78百万円減少し１億93百万円となりました。これは主に四半期純損失５

億88百万円計上したことにより利益剰余金が５億88百万円減少したためであります。なお、当第１四半

期連結会計期間末の自己資本比率は0.6％となっております。 

  

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等）を営んでおり、当社グループの

業績は市場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１四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９億17百万円の

うち受入手数料が15百万円（連結営業収益に対する構成比1.7％）、トレーディング損益が８億96百万

円（同97.7％）、合計で９億12百万円（同99.5％）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。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。

  

１．当四半期決算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

（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ありません。 

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、前連結会計年度において、特別損失として、東日本大震災後の日経平均株価の急落

により発生した株価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）について、その

回収可能性を勘案して貸倒引当金繰入額27億90百万円を計上したことなどから40億69百万円の当期純損

失を計上し、また当第１四半期連結累計期間においてもＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸからの

撤退による営業収益の減少や一部顧客取引の残存による当該業務におけるコストのすべてが減少するに

は至らなかったことにより５億88百万円の四半期純損失を計上しております。これに伴い当社グループ

には、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

ります。 

こうした状況に対応するために、当社グループの中核業務である外国為替証拠金取引において顧客の

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。 

また、ＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸからの撤退により営業収益が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、希望退職を実施いたしましたが、さらなるコス

ト削減を行い、効率性の高い事業体制の確立を図ってまいります。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,899,104 3,841,972

預託金 21,168,830 18,462,330

トレーディング商品 23,581 84

信用取引資産 243,606 20,673

短期差入保証金 1,163,945 522,659

支払差金勘定 8,322 10,355

立替金 2,515,613 1,397,881

外国為替勘定 2,673,826 3,424,928

その他 336,511 191,765

貸倒引当金 △20,291 △20,125

流動資産合計 31,013,052 27,852,528

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 67,552 64,741

器具及び備品（純額） 130,137 114,741

リース資産（純額） 83,911 78,354

有形固定資産合計 281,600 257,836

無形固定資産

リース資産 331,164 297,764

その他 165,251 142,207

無形固定資産合計 496,416 439,971

投資その他の資産

投資有価証券 64,706 12,626

長期未収債権 5,746,429 5,633,449

その他 552,545 556,755

貸倒引当金 △3,298,548 △3,268,772

投資その他の資産合計 3,065,133 2,934,059

固定資産合計 3,843,150 3,631,868

資産合計 34,856,202 31,484,396
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 6,462 3

約定見返勘定 577 －

信用取引負債 243,606 20,673

短期借入金 8,979,348 7,909,535

リース債務 159,635 161,432

未払法人税等 21,075 9,164

預り金 616,320 39,004

受入保証金 1,944,257 621,798

外国為替受入証拠金 20,899,950 21,342,781

受取差金勘定 407 1,010

賞与引当金 － 3,670

その他 390,109 604,089

流動負債合計 33,261,751 30,713,164

固定負債

リース債務 263,713 222,674

退職給付引当金 485,299 281,471

繰延税金負債 132 79

固定負債合計 749,145 504,225

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 73,841 73,861

商品取引責任準備金 14 22

特別法上の準備金合計 73,855 73,883

負債合計 34,084,753 31,291,273

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 △3,222,417 △3,811,402

自己株式 △194,651 △194,651

株主資本合計 783,350 194,365

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △11,900 △1,242

その他の包括利益累計額合計 △11,900 △1,242

純資産合計 771,449 193,123

負債純資産合計 34,856,202 31,484,396
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

営業収益

受入手数料 401,621 15,823

トレーディング損益 1,442,138 896,336

金融収益 8,515 755

その他 51,815 4,114

営業収益計 1,904,091 917,030

金融費用 15,470 81,439

純営業収益 1,888,620 835,590

販売費及び一般管理費

取引関係費 424,773 295,356

人件費 410,002 276,769

不動産関係費 52,525 44,797

事務費 38,713 27,675

電算機費 477,550 447,156

租税公課 14,990 41,739

貸倒引当金繰入額 3,601 1,227

減価償却費 108,506 66,889

その他 122,414 118,913

販売費及び一般管理費合計 1,653,078 1,320,525

営業利益又は営業損失（△） 235,542 △484,934

営業外収益

受取利息 3,767 1,722

貸倒引当金戻入額 － 6,361

その他 1,831 1,085

営業外収益合計 5,599 9,169

営業外費用

休止固定資産関係費用 － 10,660

その他 1,067 1,071

営業外費用合計 1,067 11,732

経常利益又は経常損失（△） 240,074 △487,497
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

特別利益

投資有価証券売却益 10,400 －

貸倒引当金戻入額 2,728 －

退職給付制度終了益 － 23,223

特別利益合計 13,128 23,223

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 2,971 19

商品取引責任準備金繰入額 2 7

投資有価証券売却損 － 29,746

退職特別加算金 － 93,796

その他 － 7,037

特別損失合計 2,973 130,608

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

250,230 △594,882

法人税、住民税及び事業税 23,953 1,467

法人税等調整額 35,831 △7,364

法人税等合計 59,784 △5,897

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

190,445 △588,985

四半期純利益又は四半期純損失（△） 190,445 △588,985
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

190,445 △588,985

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,940 10,658

その他の包括利益合計 △3,940 10,658

四半期包括利益 186,504 △578,326

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 186,504 △578,326

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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