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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 1,806 △44.3 1,648 △48.7 △1,712 ― △1,725 ― △1,827 ―
23年3月期第2四半期 3,241 6.3 3,211 6.5 1 ― 13 ― 28 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,817百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 21百万円 （―％）

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2四半期 △262.25 ―
23年3月期第2四半期 4.02 ―

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2四半期 31,848 △1,046 △3.3 △150.10
23年3月期 34,856 771 2.2 110.69
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  △1,046百万円 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 ― 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。 



(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  ：  無  

(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2Q 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2Q 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2Q 6,969,699 株 23年3月期2Q 6,969,710 株
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当第２四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

甚大な影響を受けましたが、製造業を中心に生産復旧など一部に改善の動きも出ております。しかしな

がら、歴史的な円高が継続している状況に加え、欧州危機が足かせとなり、景気の先行きは不安視され

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２四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、ひまわりFXレギュラー口座のドル円のスプレッドを縮小し、原則

１銭固定での提供を開始するなど、競争力の強化に努めてまいりました。しかし、当第２四半期連結累

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２四半期連結

累計期間の連結営業収益は18億６百万円（前年同期比44.3％減）となりました。 

一方、当第２四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、立替金等に対する貸倒引当金の追加計上などにより、当第２四半期連結累計期間の連結営業費用は

35億19百万円（前年同期比8.6％増、金融費用を含む）となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結営業損益は17億12百万円の損失（前年同期は１百万円

の利益）、連結経常損益は17億25百万円の損失（前年同期は13百万円の利益）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（以下、「ひまわり証券」といいます。）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２四半期連結累

計期間の連結四半期純損益は18億27百万円の損失（前年同期は28百万円の利益）となりました。 

これにより、当第２四半期連結会計期間末の連結純資産はマイナス10億46百万円となり、連結貸借対

照表上、債務超過の状態となりました。また、ひまわり証券単体においても四半期純損失９億49百万円

を計上し、自己資本規制比率は、平成23年３月末時点での183.9％から、平成23年９月末時点で150.6％

へと低下する状況となっております。 

当社グループは、外国為替取引関連事業の営業収益が四半期連結損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、セグメントごとの記載はしておりません。 

  

（資産・負債・純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ30億７百万円減少し318億48百万円となり

ました。これは主に預託金が30億36百万円、短期差入保証金が９億19百万円、立替金が18億88百万円そ

れぞれ減少し、現金及び預金が４億80百万円、外国為替勘定が33億86百万円、貸倒引当金が７億26百万

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11億89百万円減少し328億94百万円となりました。これは主に短期借入金

が13億66百万円、受入保証金が13億75百万円、預り金が５億96百万円それぞれ減少し、外国為替受入証

拠金が24億25百万円増加したためであります。 

純資産は、前期末と比べ18億17百万円減少し△10億46百万円となりました。これは主に四半期純損失

18億27百万円計上したことにより利益剰余金が18億27百万円減少したためであります。なお、当第２四

半期連結会計期間末の自己資本比率は△3.3％となっております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、期首より２億22百万円減少し、16億98百

万円（前年同四半期は２億17百万円の増加）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは19億21百万円（前年同四半

期比204.3%増）となりました。主な増加項目は短期差入保証金の減少９億19百万円、貸倒引当金の増加

７億26百万円、顧客分別金信託の減少25億83百万円、外国為替受入証拠金の増加24億25百万円、立替金

の減少18億88百万円などであります。一方、主な減少項目は税金等調整前四半期純損失18億32百万円の

計上、長期未収債権の増加△２億16百万円、外国為替勘定の増加△33億86百万円、受入保証金の減少△

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
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13億75百万円などであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の売却による

収入40百万円、担保提供預金の増加７億３百万円などにより△６億77百万円（前年同四半期は△１億33

百万円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少などによ

り△14億47百万円（前年同四半期は△２億65百万円）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２四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18億６百万円の

うち受入手数料が23百万円（連結営業収益に対する構成比1.3％）、トレーディング損益が17億73百万

円（同98.2％）、合計で17億97百万円（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。

  

特定子会社の異動はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

ひまわりホールディングス㈱（8738）平成24年３月期第２四半期決算短信

- 3 -



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２四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、また立替金等に対する貸倒引当金の追加計上などにより18億27百万円の四半期純

損失を計上しております。これにより、当第２四半期連結会計期間末の連結純資産はマイナス10億46百

万円となり、連結貸借対照表上、債務超過の状態となりました。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。 

こうした状況を鑑み当社グループでは、一刻も早く健全な財務基盤を再構築し、自己資本規制比率の

安定化及び事業収益改善のための更なる合理化努力が必要であると考え、その結果、平成23年11月10日

開催の取締役会決議により、株式会社ＩＳホールディングス（以下、「ＩＳホールディングス」といい

ます。）に対して第三者割当増資を実施することで自己資本を増強することといたしました。 

ＩＳホールディングスは、子会社に、ＦＸ事業を行う株式会社外為オンライン、金融商品取引業を行

う株式会社アイネット証券及び株式会社ライブスター証券、投資運用業を行うレオス・キャピタルワー

クス株式会社、アプリケーションサービスプロバイダー事業を行う株式会社アイアンドエーエス等を有

しており、ＦＸ事業に関する知見のみならず、幅広く金融及びＩＴに関する深い知見をも有しておりま

す。また、平成23年３月期末において、連結売上高168億21百万円、連結当期純利益30億28百万円、連

結純資産195億79百万円を計上するなど、十分な資力を有していることに加え、ＦＸシステムの開発等

を行う子会社からのシステム供給等の協働可能性も有しているものと判断されました。 

これらのことを総合的に勘案し、ＩＳホールディングスであれば、当社の更なる経営合理化等による

業績の改善及び事業上のシナジー効果の実現が可能であり、当社の株主価値の向上に繋がり、ひいては

既存株主の利益向上に資するものと判断し、同社を割当予定先として選定いたしました。 

また、当社グループでは、当該合理化の一環として、人員削減等の経営合理化を実施することといた

しました。 

経営合理化の内容としては、当社及びひまわり証券従業員の有期雇用契約への変更に加え、希望退職

者の募集を通じて人員削減（グループ全体で60名（全対象者の73%）程度の人員削減）を行う予定で

す。 

このように、当社グループでは、ＩＳホールディングスを割当先とした第三者割当の実施、業務面で

の協働及び人員削減等により、財務基盤の強化、収益機会の拡大及び更なる経営合理化を実現させ、株

主価値の向上を目指してまいります。 

  

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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,899,104 3,379,816

預託金 21,168,830 18,132,038

トレーディング商品 23,581 －

信用取引資産 243,606 －

短期差入保証金 1,163,945 244,915

支払差金勘定 8,322 20,341

立替金 2,515,613 627,016

外国為替勘定 2,673,826 6,060,510

その他 336,511 268,063

貸倒引当金 △20,291 △20,062

流動資産合計 31,013,052 28,712,639

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 67,552 55,430

器具及び備品（純額） 130,137 101,753

リース資産（純額） 83,911 72,797

有形固定資産合計 281,600 229,981

無形固定資産

リース資産 331,164 264,364

その他 165,251 145,891

無形固定資産合計 496,416 410,256

投資その他の資産

投資有価証券 64,706 11,926

長期未収債権 5,746,429 5,962,845

その他 552,545 546,174

貸倒引当金 △3,298,548 △4,024,990

投資その他の資産合計 3,065,133 2,495,956

固定資産合計 3,843,150 3,136,193

資産合計 34,856,202 31,848,833
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 6,462 －

約定見返勘定 577 －

信用取引負債 243,606 －

短期借入金 8,979,348 7,612,510

リース債務 159,635 163,471

未払法人税等 21,075 17,724

預り金 616,320 19,501

受入保証金 1,944,257 568,502

外国為替受入証拠金 20,899,950 23,324,964

受取差金勘定 407 －

その他 390,109 615,572

流動負債合計 33,261,751 32,322,248

固定負債

リース債務 263,713 181,033

退職給付引当金 485,299 275,168

繰延税金負債 132 12

長期未払金 － 42,612

固定負債合計 749,145 498,826

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 24

特別法上の準備金合計 73,855 73,886

負債合計 34,084,753 32,894,961

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 △5,050,250

自己株式 △194,651 △194,651

株主資本合計 783,350 △1,044,482

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 △1,646

その他の包括利益累計額合計 △11,900 △1,646

純資産合計 771,449 △1,046,128

負債純資産合計 34,856,202 31,848,833
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業収益

受入手数料 751,457 23,879

トレーディング損益 2,389,511 1,773,904

金融収益 17,065 913

その他 83,747 8,289

営業収益計 3,241,782 1,806,986

金融費用 30,056 158,585

純営業収益 3,211,725 1,648,400

販売費及び一般管理費

取引関係費 816,435 539,987

人件費 810,891 468,979

不動産関係費 116,839 87,431

事務費 73,493 65,969

電算機費 922,397 859,181

租税公課 19,244 32,926

貸倒引当金繰入額 － 905,546

減価償却費 218,279 139,726

その他 232,276 261,320

販売費及び一般管理費合計 3,209,858 3,361,069

営業利益又は営業損失（△） 1,866 △1,712,669

営業外収益

受取利息 8,591 4,962

その他 6,705 5,149

営業外収益合計 15,297 10,112

営業外費用

貸倒引当金繰入額 3,001 －

休止固定資産関係費用 － 21,321

その他 517 1,144

営業外費用合計 3,518 22,465

経常利益又は経常損失（△） 13,645 △1,725,022
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９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 1,900 －

退職給付制度終了益 － 23,223

特別利益合計 12,301 23,223

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 5,482 20

商品取引責任準備金繰入額 3 10

投資有価証券売却損 － 29,767

投資有価証券評価損 430 －

合併関連費用 3,036 －

退職特別加算金 － 93,443

固定資産除却損 － 7,017

特別損失合計 8,953 130,258

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（△）

16,992 △1,832,057

法人税、住民税及び事業税 16,580 2,931

法人税等調整額 △27,624 △7,155

法人税等合計 △11,044 △4,224

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（△）

28,037 △1,827,833

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28,037 △1,827,833
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９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（△）

28,037 △1,827,833

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,781 10,254

その他の包括利益合計 △6,781 10,254

四半期包括利益 21,255 △1,817,578

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 21,255 △1,817,578

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

16,992 △1,832,057

減価償却費 218,279 156,783

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,100 726,212

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,160 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,428 △210,131

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 5,482 20

受取利息及び受取配当金 △8,722 △5,052

支払利息 20,653 158,302

為替差損益（△は益） 15,459 18,372

株式交付費 220 988

固定資産除却損 － 7,017

投資有価証券売却損益（△は益） △10,400 29,767

退職特別加算金 － 93,443

合併関連費用 3,036 －

預託金の増減額（△は増加） △785 △7,392

短期差入保証金の増減額（△は増加） 301,628 919,030

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △127,000 2,583,000

外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は
増加）

125,248 461,184

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） △4,869 1,888,597

長期未収債権の増減額（△は増加） △1,463 △216,415

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 1,103,914 2,425,014

外国為替勘定の増減額（△は増加） △1,513,910 △3,386,683

受入保証金の増減額（△は減少） 80,432 △1,375,754

預り金の増減額（△は減少） △45,552 △596,818

支払差金勘定の増減額（△は増加） 76,444 △12,019

その他 260,923 271,399

小計 545,379 2,096,808

利息及び配当金の受取額 8,210 2,380

利息の支払額 △20,697 △152,867

法人税等の支払額 △9,167 △5,965

法人税等の還付額 107,588 79

退職特別加算金の支払額 － △19,102

営業活動によるキャッシュ・フロー 631,313 1,921,332

ひまわりホールディングス㈱（8738）平成24年３月期第２四半期決算短信

- 10 -



(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

担保提供預金の増減額（△は増加） △15,000 △703,269

有形固定資産の取得による支出 △23,510 －

無形固定資産の取得による支出 △17,500 △9,300

長期前払費用の取得による支出 △58,987 △7,500

投資有価証券の取得による支出 △70,157 －

投資有価証券の売却による収入 55,500 40,302

貸付けによる支出 △5,000 △1,100

貸付金の回収による収入 1,092 6,943

その他 367 △3,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,194 △677,921

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 26,276,808 3,300,000

短期借入金の返済による支出 △26,478,327 △4,666,838

リース債務の返済による支出 △62,962 △78,936

その他 △573 △1,834

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,054 △1,447,609

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,459 △18,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 217,605 △222,571

現金及び現金同等物の期首残高 2,244,919 1,921,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,462,525 1,698,792
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

（第三者割当増資） 

当社は、平成23年11月10日開催の取締役会決議により、株式会社ＩＳホールディングス（以下、「Ｉ

Ｓホールディングス」といいます。）に対する第三者割当による新株式発行を決議いたしました。その

概要は次のとおりであります。 

１ 発行新株式の種類及び株式数 普通株式 12,500,000株 

２ 発行価額 １株につき 96円 

３ 発行価額の総額 1,200,000,000円 

４ 資本組入額 １株につき 48円 

５ 資本組入額の総額 600,000,000円 

６ 申込期間 平成23年11月30日（水）～平成23年12月29日（木） 

７ 払込期日 平成23年11月30日（水）～平成23年12月29日（木） 

８ 割当先及び株式数 ＩＳホールディングス 12,500,000株 

９ 資金の使途 当社100％子会社であるひまわり証券株式会社（以下、「ひまわり証券」とい 

います。）への出資に充当 

10 前各号については、金融商品取引法による届出の効力発生及び当社と割当予定先との間で合 

意された所定の人員削減策（当社及びひまわり証券の従業員の合意退職及び有期雇用契約の締 

結、３週間程度（平成23年11月11日から平成23年11月30日まで）の実施期間を想定している希 

望退職募集手続きの実施等）の完了を条件とします。 

 当該人員削減策の進行状況によっては本件第三者割当に係る払込日が前後する可能性があ 

り、当該手続きが遅延した場合等の不測の事態に備え、日程上の余裕をみておく必要があるこ 

とから、本件第三者割当においては、平成23年11月30日から同年12月29日までを会社法上の 

払込期間として決議しており、当該払込期間を払込期日として記載しております。 

  

（希望退職者の募集を含む経営合理化） 

当社及び当社の連結子会社であるひまわり証券株式会社（以下、「ひまわり証券」といい、当社とひ

まわり証券とを合わせて「当社グループ」といいます。）は、平成23年11月10日開催の当社グループ取

締役会において、希望退職者の募集を含む経営合理化を実施することを決議しております。 

  

１ 希望退職者募集を含む経営合理化の理由 

当社グループは、ひまわり証券の主力事業であるFX事業が厳しい事業環境にあること、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の回収が想定通りに進まず、貸倒引当金の追加計上等を余儀なく

されたこと、平成23年４月から５月にかけて実施した希望退職者募集に伴う退職特別加算金を計上し

たこと等により、当第２四半期連結累計期間は連結四半期純損失18億27百万円を計上し、当第２四半

期連結会計期間末の連結純資産はマイナス10億46百万円となり、連結貸借対照表上、債務超過の状態

となりました。また、ひまわり証券単体においても四半期純損失９億49百万円を計上し、自己資本規

制比率は、平成23年３月末時点での183.9％から、平成23年９月末時点で150.6％へと低下する状況と

なっております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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このような状況を受け、当社グループといたしましては、一刻も早く健全な財務基盤を再構築し、

自己資本規制比率の安定化及び事業収益改善のための更なる合理化努力が必要であると考え、その一

環として、人員削減等の経営合理化を実施することといたしました。 

  

２ 経営合理化の内容 

経営合理化の内容としては、当社及びひまわり証券従業員の有期雇用契約への変更に加え、下記の

希望退職者の募集を通じて人員削減（グループ全体で60名（全対象者の73%）程度の人員削減）を行

う予定です。 

なお、これらの人員削減策の完了が、平成23年11月10日に決議いたしました株式会社ＩＳホールデ

ィングスへの第三者割当増資における払込の条件となっております。 

  

３ 希望退職募集の対象者 

募集対象者 ひまわりホールディングス株式会社及びひまわり証券株式会社の全従業員 

  

４ 募集期間 

平成23年11月11日 ～ 平成23年11月30日 

  

５ 退職日 

平成23年11月30日（予定） 

  

６ 当該事象の連結損益に与える影響額 

今回の経営合理化における目標削減人数に達した場合、退職特別加算金の総額は約80百万円程度と

なる見込み（今後変動する可能性があります。）ですが、今後の人件費の削減額は年間約３億40百万

円程度を見込んでおります。当該経営合理化に係る費用については、平成24年３月期において特別損

失として計上する予定であります。 

  

７ その他重要な特約等がある場合にはその内容 

退職者に対しては、退職金に加え特別加算金を支給いたします。 
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