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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 2,466 △47.4 2,232 △51.9 △2,169 ― △2,249 ― △3,382 ―
23年3月期第3四半期 4,691 4.2 4,644 4.4 △241 ― △229 ― △218 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △3,372百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △227百万円 （―％）

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3四半期 △419.57 ―
23年3月期第3四半期 △31.30 ―

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3四半期 29,679 △1,401 △4.7 △71.96
23年3月期 34,856 771 2.2 110.69
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  △1,401百万円 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3Q 19,850,000 株 23年3月期 7,350,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 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3Q 8,060,608 株 23年3月期3Q 6,969,706 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の復興

需要を背景に一部に改善の動きも出ておりますが、歴史的な円高や欧州危機が輸出環境の足かせとなっ

ていることに加え、増税が予想される中、個人消費が冷え込む懸念もあり、景気の先行きは不安視され

ております。 

また、当社の主力事業である外国為替証拠金取引の業績を大きく左右する当第３四半期連結累計期間

の外国為替相場は、ドル円相場が東京市場としての戦後 高値となる1ドル＝75円台をつけ、ユーロに

ついても11年ぶりに100円を割り込むなど過去に例を見ない円高が進んでおります。加えて、ボラティ

リティについても一時的に動く時期こそありましたが、おおむね低い状況となりました。 

このような環境の中、当社グループでは、昨年12月にあらかじめ搭載された売買システムを選択する

だけで、24時間、一定のルールに従い、ユーザーに代って自動的に売買を繰り返す「エコトレＦＸ」を

全面リニューアルするなど、今後の収益力の強化に努めてまいりました。 

しかし、外国為替相場の一方的な円高かつボラティリティの低さが災いし、外国為替証拠金取引の収

益が伸び悩んだことに加え、東日本大震災を契機とするＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸの撤退

により、当第３四半期連結累計期間の連結営業収益は24億66百万円（前年同期比47.4％減）となりまし

た。 

一方、当第３四半期連結累計期間の連結営業費用は、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３四半期連結累計期間の連結営業費用は

46億35百万円（前年同期比6.0％減、金融費用を含む）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結営業損益は21億69百万円の損失（前年同期は２億41百

万円の損失）、連結経常損益は22億49百万円の損失（前年同期は２億29百万円の損失）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ＦＸ取引システ

ム変更に伴う固定資産減損損失５億６百万円、システム契約解約損５億８百万円、当社グループ全社で

実施した希望退職者の募集に伴う退職特別加算金１億６百万円を計上したため、当第３四半期連結累計

期間の連結四半期純損益は33億82百万円の損失（前年同期は２億18百万円の損失）となりました。 

これにより、当第３四半期連結会計期間末の連結純資産はマイナス14億１百万円となり、四半期連結

貸借対照表上、債務超過の状態となりました。 

こうした状況を鑑み当社グループでは、親会社である株式会社ＩＳホールディングスとの事業上の協

働、更なる経営合理化等を通じ、業績の改善を図ることにより、平成25年３月期第１四半期以降には黒

字化を達成し、速やかに安定した財務基盤を回復できるように努めてまいります。 

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３四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ51億76百万円減少し296億79百万円となり

ました。これは主に預託金が35億34百万円、短期差入保証金が７億33百万円、立替金が19億14百万円そ

れぞれ減少し、現金及び預金が６億38百万円、外国為替勘定が22億24百万円、貸倒引当金が８億12百万

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30億４百万円減少し310億80百万円となりました。これは主に短期借入金

が14億51百万円、受入保証金が14億72百万円、預り金が５億99百万円それぞれ減少し、外国為替受入証

拠金が１億63百万円増加したためであります。 

純資産は、前期末と比べ21億72百万円減少しマイナス14億１百万円となりました。これは主に第三者

割当増資を実施したことにより資本金が６億円、資本準備金が６億円それぞれ増加し、四半期純損失33

億82百万円計上したことにより利益剰余金が33億82百万円減少したためであります。なお、当第３四半

期連結会計期間末の自己資本比率はマイナス4.7％となっております。 

  

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
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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。 

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
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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

失を計上しました。また、当第３四半期連結累計期間においては、立替金等に対する貸倒引当金の追加

計上、さらにはＦＸ取引システム変更に伴う固定資産減損損失やシステム契約解約損などを特別損失に

計上したことから33億82百万円の連結四半期純損失を計上しております。当社では平成23年12月に株式

会社ＩＳホールディングスを割当先とする12億円の第三者割当増資を実施したものの、当第３四半期連

結会計期間末の連結純資産はマイナス14億１百万円となり、四半期連結貸借対照表上、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。 

当社グループは、当該状況を解消するため、以下の対応を進めてまいります。 

  

①人件費の削減 

当社グループでは、現在、全従業員の雇用形態を有期雇用契約としており、当該有期雇用契約期間の

満了等による退職により、平成24年３月以降、従業員に係る人件費は大幅に減少する予定です。また、

役員報酬の減額及び役員数の減員を行っております。 

  

②電算機コストの大幅な削減 

子会社ひまわり証券株式会社では、平成24年１月にＦＸに関する取引システムをグループ会社である

株式会社アイアンドエーエスがＡＳＰ方式で提供するものに刷新いたしました。この結果、従前使用し

ていたコンピュータ資産等についての減損処理及び除却等に伴い当期において一時的に特別損失を計上

することとなりますが、今後は減価償却費や保守料等の電算機に係るコストが大幅に減少する見込みで

あります。 

  

③その他経費の削減 

当社グループでは、取引先業者との各種契約に関する契約条件見直し及び解約等を進めているほか、

広範なコスト削減に取り組んでおります。 

  

以上により、平成25年３月期での黒字化を図るとともに、今後の資本政策についても検討し、早期に

債務超過の解消を図っていく所存です。 

  

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,899,104 3,537,673

預託金 21,168,830 17,634,059

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 1,163,945 430,204

支払差金勘定 8,322 3,071

立替金 2,515,613 601,471

外国為替勘定 2,673,826 4,898,038

その他 336,511 254,406

貸倒引当金 △20,291 △20,062

流動資産合計 31,013,052 27,338,862

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 67,552 39,522

器具及び備品（純額） 130,137 32,717

リース資産（純額） 83,911 979

有形固定資産合計 281,600 73,219

無形固定資産

リース資産 331,164 4,724

その他 165,251 16,548

無形固定資産合計 496,416 21,272

投資その他の資産

投資有価証券 64,706 10,880

長期未収債権 5,746,429 5,893,490

その他 552,545 453,354

貸倒引当金 △3,298,548 △4,111,702

投資その他の資産合計 3,065,133 2,246,023

固定資産合計 3,843,150 2,340,515

資産合計 34,856,202 29,679,378
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31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 7,527,771

リース債務 159,635 165,537

未払法人税等 21,075 11,744

預り金 616,320 16,858

受入保証金 1,944,257 471,271

外国為替受入証拠金 20,899,950 21,063,905

受取差金勘定 407 －

その他 390,109 1,319,978

流動負債合計 33,261,751 30,577,067

固定負債

リース債務 263,713 138,865

退職給付引当金 485,299 268,662

繰延税金負債 132 －

長期未払金 － 22,029

固定負債合計 749,145 429,557

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 73,841 73,862

商品取引責任準備金 14 27

特別法上の準備金合計 73,855 73,889

負債合計 34,084,753 31,080,513

純資産の部

株主資本

資本金 3,460,000 4,060,000

資本剰余金 740,419 1,340,419

利益剰余金 △3,222,417 △6,604,443

自己株式 △194,651 △194,651

株主資本合計 783,350 △1,398,675

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 △2,459

その他の包括利益累計額合計 △11,900 △2,459

純資産合計 771,449 △1,401,135

負債純資産合計 34,856,202 29,679,378
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

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

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

営業収益

受入手数料 1,096,757 28,007

トレーディング損益 3,439,654 2,425,043

金融収益 27,025 913

その他 128,343 12,355

営業収益計 4,691,780 2,466,320

金融費用 46,891 233,411

純営業収益 4,644,888 2,232,909

販売費及び一般管理費

取引関係費 1,275,666 713,822

人件費 1,214,156 655,974

不動産関係費 164,394 125,085

事務費 114,704 104,084

電算機費 1,387,192 1,179,218

減価償却費 327,110 227,987

租税公課 38,008 41,359

貸倒引当金繰入額 11,726 998,922

その他 353,466 355,469

販売費及び一般管理費合計 4,886,427 4,401,924

営業損失（△） △241,538 △2,169,014

営業外収益

受取利息 12,341 5,311

保険金等収入 1,266 3,153

その他 5,864 4,424

営業外収益合計 19,471 12,889

営業外費用

株式交付費 220 72,333

貸倒引当金繰入額 6,796 －

休止固定資産関係費用 － 21,321

その他 359 163

営業外費用合計 7,376 93,818

経常損失（△） △229,443 △2,249,943
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(単位：千円)

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

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 10,400 －

退職給付制度終了益 － 23,223

顧客譲渡益 11,037 －

その他 2,557 －

特別利益合計 23,995 23,223

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 7,957 20

商品取引責任準備金繰入額 7 12

固定資産除却損 － 7,017

投資有価証券売却損 － 29,767

減損損失 － 506,498

役員退職慰労金 44,000 －

合併関連費用 3,036 －

退職特別加算金 － 106,529

システム契約解約損 － 508,000

特別損失合計 55,001 1,157,846

税金等調整前四半期純損失（△） △260,449 △3,384,566

法人税、住民税及び事業税 8,940 4,394

法人税等調整額 △51,210 △6,934

法人税等合計 △42,270 △2,540

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △218,178 △3,382,025

四半期純損失（△） △218,178 △3,382,025
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

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

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △218,178 △3,382,025

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,133 9,440

その他の包括利益合計 △9,133 9,440

四半期包括利益 △227,311 △3,372,584

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △227,311 △3,372,584

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

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

失を計上しました。また、当第３四半期連結累計期間においては、立替金等に対する貸倒引当金の追加

計上、さらにはＦＸ取引システム変更に伴う固定資産減損損失やシステム契約解約損などを特別損失に

計上したことから33億82百万円の連結四半期純損失を計上しております。当社では平成23年12月に株式

会社ＩＳホールディングスを割当先とする12億円の第三者割当増資を実施したものの、当第３四半期連

結会計期間末の連結純資産はマイナス14億１百万円となり、四半期連結貸借対照表上、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。 

当社グループは、当該状況を解消するため、以下の対応を進めてまいります。 

  

①人件費の削減 

当社グループでは、現在、全従業員の雇用形態を有期雇用契約としており、当該有期雇用契約期間の

満了等による退職により、平成24年３月以降、従業員に係る人件費は大幅に減少する予定です。また、

役員報酬の減額及び役員数の減員を行っております。 

  

②電算機コストの大幅な削減 

子会社ひまわり証券株式会社では、平成24年１月にＦＸに関する取引システムをグループ会社である

株式会社アイアンドエーエスがＡＳＰ方式で提供するものに刷新いたしました。この結果、従前使用し

ていたコンピュータ資産等についての減損処理及び除却等に伴い当期において一時的に特別損失を計上

することとなりますが、今後は減価償却費や保守料等の電算機に係るコストが大幅に減少する見込みで

あります。 

  

③その他経費の削減 

当社グループでは、取引先業者との各種契約に関する契約条件見直し及び解約等を進めているほか、

広範なコスト削減に取り組んでおります。 

  

以上により、平成25年３月期での黒字化を図るとともに、今後の資本政策についても検討し、早期に

債務超過の解消を図っていく所存です。 

しかしながら、上記の対応策をとるものの、これらの対応策の展開は実施途上であり、計画通りに推

進できない可能性があるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

当社は、平成23年12月８日付で、株式会社ＩＳホールディングスから第三者割当増資の払込みを受け

ました。この結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ６億円増加し、当第３四半期連結会計期間末にお

いて資本金が40億60百万円、資本準備金が９億44百万円となっております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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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