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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 389 △57.5 361 △56.8 84 ― 99 ― 116 ―
24年3月期第1四半期 917 △51.8 835 △55.8 △484 ― △487 ― △588 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 114百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △578百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 5.96 ―
24年3月期第1四半期 △84.51 ―

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

25年3月期第1四半期 23,331 △4,089 △17.5 △210.06
24年3月期 23,453 △4,205 △17.9 △215.99
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  △4,089百万円 24年3月期  △4,205百万円

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  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00



(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
く四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 
 なお、当社グループでは前期において大幅な人員削減及びシステム変更等のコスト削減策を実施しており、平成25年3月期の連結営業費用は前期に比べ
て大幅に減少する見込みであります。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 19,850,000 株 24年3月期 19,850,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 380,301 株 24年3月期 380,301 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 19,469,699 株 24年3月期1Q 6,969,699 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、東日本大震災の復興関連需要などから国内需要は

比較的堅調に推移したものの、円高や欧州債務危機の長期化に加え、原子力発電所の稼働問題による電

力不足や消費税増税など新たな懸念材料も生じており、景気の先行きは不安視されております。 

また、外国為替市場では、年初から円安傾向に転じて前期末には82円台をつけていたドル円相場が4

月以降は再び80円を割り込み、円高基調の展開となりました。 

このような環境の中、当第１四半期連結累計期間の連結営業収益は３億89百万円（前年同期比57.5％

減）となりましたが、前期から取り組んできたコスト削減策の効果により営業費用が大幅に減少し、連

結営業利益は84百万円（前年同期は４億84百万円の損失）、連結経常利益は99百万円（前年同期は４億

87百万円の損失）、連結四半期純利益は１億16百万円（前年同期は５億88百万円の損失）となり、黒字

転換を達成しました。 

  

（連結営業収益） 

当第１四半期連結累計期間の連結営業収益は、今年1月に実施したＦＸ取引システムの変更やサービ

スラインナップの統合などによる影響に加え、韓国でのＦＸ取引のレバレッジ規制の強化等の影響から

韓国ＦＸ業者を対象としたBtoB取引が低調となったことなどから、３億89百万円（前年同期比57.5％

減）となりました。 

  

（連結営業費用） 

当第１四半期連結累計期間の連結営業費用は、前期に実施したシステムコストの削減策や大幅な人員

削減策の効果により、電算機費が前年同期比89.4％減、人件費が前年同期比83.2％減と、それぞれ大幅

な減少となりました。その他の費目についても全般的なコスト削減を図り、連結営業費用全体でも前年

同期比78.2％減と大幅に減少し、３億５百万円（金融費用を含む）となりました。 

  

（連結営業利益） 

上記の通り、営業収益は減収となる一方、営業費用の減少額がこれを上回り、当第１四半期連結累計

期間の連結営業利益は84百万円（前年同期は４億84百万円の損失）となりました。 

  

（連結営業外損益） 

当第１四半期連結累計期間の連結営業外損益は、貸倒引当金を計上済みの立替金債権の回収等に伴う

貸倒引当金戻入額12百万円の計上などにより、14百万円の利益（前年同期は２百万円の損失）となりま

した。 

  

（連結経常利益） 

上記の通り、営業利益、営業外損益とも黒字となったため、当第１四半期連結累計期間の連結経常利

益は99百万円（前年同期は４億87百万円の損失）となりました。 

  

（特別損益） 

特別利益として、前期から取り組んできた各種契約の解除・見直し等に伴う違約金等の減額交渉の結

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
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果、債務減額益17百万円を計上いたしました。 

  

（連結四半期純利益） 

当第１四半期連結累計期間の連結四半期純利益は１億16百万円（前年同期は５億88百万円の損失）と

なりました。 

  

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１四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ１億21百万円減少し233億31百万円となり

ました。これは主に預託金が10億円、立替金が14百万円、長期未収債権が２億１百万円それぞれ減少

し、現金及び預金が２億31百万円、外国為替勘定が８億56百万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２億36百万円減少し274億21百万円となりました。これは主に短期借入金

が28百万円、受入保証金が22百万円、リース債務が36百万円、流動負債その他が５億60百万円、退職給

付引当金が23百万円それぞれ減少し、外国為替受入証拠金が４億53百万円増加したためであります。 

純資産は、前期末と比べ１億15百万円増加しマイナス40億89百万円となりました。これは主に四半期

純利益１億16百万円計上したことにより利益剰余金が１億17百万円増加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マイナス17.5％となっております。 

（２）連結財政状態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。 

  

該当事項はありません。 

  

（減価償却方法の変更） 

法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。なお、この変更による当

第１四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

  

当社グループは、平成23年3月期において、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）に対する貸倒引当金繰入額の計上等に

より40億69百万円の連結当期純損失を計上し、また、前連結会計年度においても貸倒引当金の追加繰入や

固定資産減損損失やシステム契約解約損等の特別損失を計上したことなどにより61億86百万円の連結当期

純損失を計上いたしました。こうした状況に対処するため、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いたしましたが、前連結会計年度末において42

億５百万円の債務超過の状態となりました。当第１四半期連結累計期間においても、１億16百万円の四半

期純利益を計上したものの、依然として40億89百万円の債務超過となっており、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。 

しかしながら、当社グループの経営状態については、以下のような要因により改善していく見込みであ

ります。 

  

① 早期の黒字化の実現 

当社グループでは、前連結会計年度において人員の大幅削減や取引システムの変更などの営業費用の

削減策を推し進めてきたことから、当第１四半期連結累計期間の連結営業費用（金融費用含む。）は前

年同期に比べて78.2%減と大幅に減少しております。この結果、当第１四半期連結累計期間には黒字化

を達成しており、今後についても黒字化を維持できるものと考えております。 

  

② ひまわり証券株式会社の財務の健全性 

四半期連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平

成24年6月末現在の純資産額は26億40百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券

株式会社の平成24年6月末現在の自己資本規制比率は金融商品取引法により第１種金融商品取引業者が

維持することを義務付けられている120％を上回っております。業績の改善に加えて、営業費用の減少

に伴って自己資本規制比率の算定の際の分母にあたるリスク相当額の大部分を占める基礎的リスク相当

額が逓減していくため、今後、自己資本規制比率は継続的に向上していくものと見込んでおります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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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③ 主力取引銀行による支援の継続 

主力取引銀行から受けている融資は短期の借入となっていますが、当社では主力取引銀行に継続的な

支援を要請しており、主力取引銀行からは今後も融資の継続方針を表明していただいております。ま

た、主力銀行からの支援の一環として、平成24年4月から当該融資の借入金利の引き下げ（変更前：年

利4.000％、変更後：年利1.475%）が実施されております。 

  

④ 資本政策の検討 

債務超過の状態を早期に解消するためには、業績改善による黒字化の達成に加えて、抜本的な資本増

強が必要であると考えております。そのため、現在、親会社の株式会社ＩＳホールディングスとともに

抜本的な資本政策に関する検討を行っております。 

  

しかしながら、債務超過の解消策の柱となる資本政策に関しては、各種手法等を検討中であり、具体的

な決定には至っていないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識

しております。 
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,574,156 2,805,730

預託金 16,779,587 15,779,104

短期差入保証金 729,262 719,820

立替金 69,039 54,454

外国為替勘定 2,781,096 3,637,606

その他 208,759 52,244

貸倒引当金 △20,062 △20,189

流動資産合計 23,121,840 23,028,772

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 17,704 9,634

器具及び備品（純額） 7,192 6,730

リース資産（純額） 861 744

有形固定資産合計 25,759 17,109

無形固定資産

リース資産 4,157 3,590

その他 4,330 3,706

無形固定資産合計 8,488 7,297

投資その他の資産

投資有価証券 10,309 8,140

長期未収債権 5,908,231 5,706,840

その他 414,692 422,281

貸倒引当金 △6,036,196 △5,858,494

投資その他の資産合計 297,037 278,767

固定資産合計 331,285 303,174

資産合計 23,453,126 23,331,946
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 6,834,123 6,805,608

預り金 9,243 6,142

受入保証金 565,438 542,446

外国為替受入証拠金 18,694,154 19,147,560

リース債務 149,247 143,393

未払法人税等 26,059 9,294

その他 967,786 407,639

流動負債合計 27,246,053 27,062,085

固定負債

長期借入金 33,332 29,165

長期未払金 212,792 218,969

リース債務 68,276 37,508

繰延税金負債 39 40

退職給付引当金 23,934 －

固定負債合計 338,374 285,683

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 73,862 73,862

商品取引責任準備金 28 28

特別法上の準備金合計 73,890 73,890

負債合計 27,658,318 27,421,659

純資産の部

株主資本

資本金 4,060,000 4,060,000

資本剰余金 1,340,419 1,340,419

利益剰余金 △9,409,055 △9,291,950

自己株式 △194,651 △194,651

株主資本合計 △4,203,287 △4,086,182

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,904 △3,529

その他の包括利益累計額合計 △1,904 △3,529

純資産合計 △4,205,191 △4,089,712

負債純資産合計 23,453,126 23,331,946
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

営業収益

受入手数料 15,823 1,594

トレーディング損益 896,336 388,382

金融収益 755 －

その他 4,114 －

営業収益計 917,030 389,976

金融費用 81,439 28,772

純営業収益 835,590 361,204

販売費及び一般管理費

取引関係費 295,356 63,864

人件費 276,769 46,616

不動産関係費 44,797 36,115

事務費 27,675 3,146

電算機費 447,156 47,481

減価償却費 66,889 10,549

租税公課 41,739 21,394

貸倒引当金繰入額 1,227 －

その他 118,913 47,338

販売費及び一般管理費合計 1,320,525 276,507

営業利益又は営業損失（△） △484,934 84,697

営業外収益

受取利息 1,722 341

貸倒引当金戻入額 6,361 12,024

その他 1,085 2,184

営業外収益合計 9,169 14,550

営業外費用

為替差損 48 103

休止固定資産関係費用 10,660 －

その他 1,023 －

営業外費用合計 11,732 103

経常利益又は経常損失（△） △487,497 99,144
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(単位：千円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

特別利益

債務減額益 － 17,878

退職給付制度終了益 23,223 －

特別利益合計 23,223 17,878

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 19 －

商品取引責任準備金繰入額 7 0

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 130,608 0

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（△）

△594,882 117,022

法人税、住民税及び事業税 1,467 967

法人税等調整額 △7,364 －

法人税等合計 △5,897 967

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（△）

△588,985 116,055

四半期純利益又は四半期純損失（△） △588,985 116,055
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24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（△）

△588,985 116,055

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,658 △1,625

その他の包括利益合計 10,658 △1,625

四半期包括利益 △578,326 114,430

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △578,326 114,430

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当社グループは、平成23年3月期において、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）に対する貸倒引当金繰入額の計上等に

より40億69百万円の連結当期純損失を計上し、また、前連結会計年度においても貸倒引当金の追加繰入や

固定資産減損損失やシステム契約解約損等の特別損失を計上したことなどにより61億86百万円の連結当期

純損失を計上いたしました。こうした状況に対処するため、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いたしましたが、前連結会計年度末において42

億５百万円の債務超過の状態となりました。当第１四半期連結累計期間においても、１億16百万円の四半

期純利益を計上したものの、依然として40億89百万円の債務超過となっており、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。 

しかしながら、当社グループの経営状態については、以下のような要因により改善していく見込みであ

ります。 

  

① 早期の黒字化の実現 

当社グループでは、前連結会計年度において人員の大幅削減や取引システムの変更などの営業費用の

削減策を推し進めてきたことから、当第１四半期連結累計期間の連結営業費用（金融費用含む。）は前

年同期に比べて78.2%減と大幅に減少しております。この結果、当第１四半期連結累計期間には黒字化

を達成しており、今後についても黒字化を維持できるものと考えております。 

  

② ひまわり証券株式会社の財務の健全性 

四半期連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平

成24年6月末現在の純資産額は26億40百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券

株式会社の平成24年6月末現在の自己資本規制比率は金融商品取引法により第１種金融商品取引業者が

維持することを義務付けられている120％を上回っております。業績の改善に加えて、営業費用の減少

に伴って自己資本規制比率の算定の際の分母にあたるリスク相当額の大部分を占める基礎的リスク相当

額が逓減していくため、今後、自己資本規制比率は継続的に向上していくものと見込んでおります。 

  

③ 主力取引銀行による支援の継続 

主力取引銀行から受けている融資は短期の借入となっていますが、当社では主力取引銀行に継続的な

支援を要請しており、主力取引銀行からは今後も融資の継続方針を表明していただいております。ま

た、主力銀行からの支援の一環として、平成24年4月から当該融資の借入金利の引き下げ（変更前：年

利4.000％、変更後：年利1.475%）が実施されております。 

  

④ 資本政策の検討 

債務超過の状態を早期に解消するためには、業績改善による黒字化の達成に加えて、抜本的な資本増

強が必要であると考えております。そのため、現在、親会社の株式会社ＩＳホールディングスとともに

抜本的な資本政策に関する検討を行っております。 

  

しかしながら、債務超過の解消策の柱となる資本政策に関しては、各種手法等を検討中であり、具体的

な決定には至っていないため、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。 

（３）継続企業の前提に関する注記
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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反映しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 

（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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