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2012年10月26日 

各  位 

会 社 名 Ｆ Ｘ プ ラ イ ム 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役 上 田  眞 理 人 
（コード番号 ： 8 7 1 1 ） 
問い合わせ先 経営管理部長 仲 村  典 晃 
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５４６９－７５６３ 

 

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ 

 

当社の非上場の親会社であるＧＭＯクリックホールディングス株式会社の平成 25 年３月期第２四半期の決算を下記のとお

りお知らせします。 

 

記 

 
１． 非上場の親会社等の概要 

（１） 商号          ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 
（２） 本店所在地       東京都渋谷区桜丘町20番１号 渋谷インフォスタワー 
（３） 代表者の役職・氏名   代表執行役社長 高島 秀行 
（４） 事業の内容       株式等の保有管理及び経営に対する助言サポート等を通じた、持ち株会社事業 
（５） 資本金の額       100百万円 
（６） 議決権所有割合     77.9％（2012年９月30日現在） 

 
２． 非上場の親会社等の財務諸表については、添付資料「平成25年３月期第２四半期決算短信[日本基準]（連結）」のとおりです。 

 
３． 非上場の親会社等の株式の所有状況、大株主の状況、役員の状況 

（１） 所有状況および大株主の状況 
2012年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済み株式総数に対す

る所有株式数の割合（％）

ＧＭＯインターネット株式会社 
東京都渋谷区桜丘町26番１号 
セルリアンタワー 

18,010,400 100

 
（２） 役員の状況 

2012年９月30日現在 

役 名 職 名 氏 名 所有株式数（株） 

代表執行役社長 指名委員 報酬委員 高 島  秀 行 －

社外取締役 指名委員 報酬委員 野 村  正 光 －

社外取締役 指名委員 報酬委員 安 田  昌 史 －

社外取締役 監査委員 山 下  浩 史 －

社外取締役 監査委員 佐 藤  明 夫 －

社外取締役 指名委員 報酬委員 監査委員 山 本   樹 －

 

以  上 



 
 

平成25年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成24年10月26日 

 

会 社 名 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社   

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.gmo-click.com   

代 表 者 (役職名) 代表執行役 (氏名) 高島 秀行   

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名) 小川 裕之 (TEL) 03(6221)0183     

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 
(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２四半期 7,562 △0.9 7,182 △1.2 2,272 △23.1 2,202 △25.6 1,729 3.8

24年３月期第２四半期 7,628 △11.7 7,270 △12.8 2,955 12.7 2,959 12.8 1,665 18.8
（注）包括利益  25年３月期第２四半期  1,703百万円（3.5％）  24年３月期第２四半期 1,645百万円（17.3％） 

 

 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２四半期 96.01 － 

24年３月期第２四半期 92.50 － 

（注）当社は、平成24年１月４日に単独株式移転により設立されたため、前年同期実績はありませんが、期間比較
の観点から便宜上、単独株式移転により完全子会社となったGMOクリック証券株式会社の前年同期実績を記載してお
ります。 

 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 200,402 16,583 8.3

24年３月期 173,629 14,562 8.4

（参考）自己資本    25年３月期第２四半期  16,583百万円  24年３月期  14,562百万円 

 
２．その他 
 
(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） 
：有 
  

     新規 １社 （社名）ＦＸプライム株式会社 除外 －社 （社名） 
(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 

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 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 18,010,400株 24年３月期 18,010,400株
②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ －株 24年３月期 －株
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期２Ｑ 18,010,400株 24年３月期２Ｑ 18,010,400株

 

（財）財務会計基準機構会員 
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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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景とした緩やかな持ち直しを受

け、国内企業の設備投資額には回復の動きが見られました。しかしながら、欧州債務問題の長期化や

中国経済の減速懸念の拡大から、引き続き、先行きの不透明な状況が続いています。 

株式市場では、期初は、日経平均株価は10,100円台で取引が開始されましたが、海外経済の減速懸

念の拡大等により株価は下落基調で推移し、６月上旬には年初来 安値となる8,200円台まで落ち込

みました。その後は、各国の経済政策に対する期待感などにより、9,100円台まで回復する場面もあ

りましたが、欧州債務問題の長期化によるリスク回避の動きから、株価は再び下落基調で推移し、７

月下旬には、8,300円台まで落ち込みました。以降は、追加金融緩和に対する期待感と中国経済の減

速懸念などが交錯する中で、株価は9,000円を跨いだ狭いレンジの中で推移し、当第２四半期連結累

計期間末における終値は8,870円16銭となりました。 

外国為替市場では、期初は１ドル＝82円台で取引が開始され、６月末までは、欧州債務問題の動向

や米国経済指標の下振れなどの影響により円高傾向で推移しました。その後は、１ドル＝77円台後半

から80円のボックス付近での推移が続き、１ドル＝77円台で当第２四半期連結累計期間末を迎えまし

た。 

このような状況の中で、当社グループの主要事業であるインターネット証券事業は、「信用取引手

数料無料キャンペーン」等の各種キャンペーンの実施や、信用金利の大幅な引き下げ、店頭外国為替

証拠金取引「ＦＸネオ」の取引スプレッドの縮小、株式取引および先物・オプション取引用高機能ツ

ール「スーパーはっちゅう君」の提供開始、ならびに取引環境の継続的な改善を行うことで、取引コ

ストを含む顧客利便性の向上を図ってまいりました。 

これらの諸種の施策により、当第２四半期連結累計期間末におけるの証券取引口座は147,986口座

(平成24年３月末134,592口座)、店頭外国為替証拠金取引口座は254,076口座（平成24年３月末

224,164口座）となり、顧客基盤は更に拡大しました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は7,562百万円（前年同期比0.9％減）、純営業

収益は7,182百万円（同1.2％減）、営業利益は2,272百万円（同23.1％減）、経常利益は2,202百万円

（同25.6％減）、四半期純利益は1,729百万円（同3.8％増）となりました。 

 

当第２四半期連結累計期間における、主な収益および費用の状況は次のとおりです。 

 

（受入手数料） 

当第２四半期連結累計期間における受入手数料は1,182百万円(前年同期比20.7％減)となりました。 

主な内容は、株式取引・株価指数先物およびオプション取引・取引所為替証拠金取引などによる委

託手数料、ならびに店頭外国為替証拠金取引におけるロスカット手数料などのその他受入手数料であ

ります。 

 

（トレーディング損益） 

当第２四半期連結累計期間におけるトレーディング損益は5,665百万円（前年同期比3.5％増）とな

りました。 

主な内容は、外国為替証拠金取引・外為ＯＰ取引・ＣＦＤ取引における取引損益などのその他トレ

ーディング損益であります。 

 

（販売費及び一般管理費） 

当第２四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は4,909百万円（前年同期比13.8％増）

となりました。 

主な内容は、委託取引にかかる取引所等への支払手数料や、顧客獲得および認知度向上のための広

告宣伝費などから構成される取引関係費であります。 
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（特別利益、特別損失） 

特別利益の主な内容は、ＦＸプライム株式会社の株式取得に伴う負ののれんの計上によるものとな

っております。 

特別損失の主な内容は、法令上の要請に基づく金融商品取引責任準備金繰入れの計上となっており

ます。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間末における資産合計は200,402百万円（前期末比26,773百万円の増加）、

負債合計は183,818百万円（同24,752百万円の増加）、純資産合計は16,583百万円（同2,021百万円の

増加）となりました。 

 

当第２四半期連結累計期間末における、各項目の状況は次のとおりです。 

 

（流動資産） 

当第２四半期連結累計期間末における流動資産は196,386百万円（前期末比25,543百万円の増加）

となりました。これは、主にＦＸプライム株式会社の子会社化に伴い、現金及び預金が14,996百万円

（同4,653百万円の増加）となったこと、および預託金が110,090百万円（同17,765百万円の増加）と

なったこと、また顧客資産の増加により短期差入保証金が19,000百万円（同233百万円の増加）とな

ったことによります。 

 

（固定資産） 

当第２四半期連結累計期間末における固定資産は4,016百万円（前期末比1,229百万円の増加）とな

りました。これは、主に本社オフィスの移転に伴い建物が362百万円（同287百万円の増加）となった

こと、ＦＸプライム株式会社の子会社化に伴い、リース資産が305百万円（同238百万円の増加）とな

ったこと、およびソフトウェアが1,571百万円（同763百万円の増加）となったことによります。 

 

（流動負債） 

当第２四半期連結累計期間末における流動負債は180,418百万円（前期末比22,188百万円の増加）

となりました。これは、主にＦＸプライム株式会社の子会社化に伴い受入保証金が129,986百万円

（同27,917百万円の増加）となったこと、株式相場の低迷により信用取引負債が28,496百万円（同8,

231百万円の減少）となったこと、短期借入金が9,600百万円（同2,410百万円の増加）となったこと

によります。 

 

（固定負債） 

当第２四半期連結累計期間末における固定負債は2,599百万円（前期末比2,475百万円の増加）とな

りました。これは、主に長期借入金が2,240百万円（同2,240百万円の増加）となったことによります。 

 

（特別法上の準備金） 

当第２四半期連結累計期間末における特別法上の準備金は801百万円（前期末比88百万円の増加）

となりました。これは、株式取引などの増加により所要準備額が増加したことによります。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結累計期間末における純資産は16,583百万円（前期末比2,021百万円の増加）とな

りました。これは、四半期純利益の計上と配当金の支払いにより利益剰余金が8,091百万円（同1,115

百万円の増加）となったこと、ＦＸプライム株式会社の子会社化に伴い少数株主持分が931百万円

（同931百万円の増加）となったことによります。 

 



3 
 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結会計期間における重要な子会社の異動 

当社は、平成24年９月20日に、ＦＸプライム株式会社の株式の76.04％（発行済株式数に対する割

合）を取得し、同社を連結子会社といたしました。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正にともない、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。これによる、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益への影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 

(1)  四半期連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  10,342   14,996

    預託金  92,325   110,090

    トレーディング商品  180   118

    約定見返勘定  －   5

    信用取引資産  39,687   35,979

    立替金  67   53

    短期差入保証金  18,766   19,000

    支払差金勘定  7,161   13,465

    前払費用  261   295

    未収入金  1,467   1,930

    未収収益  198   287

    繰延税金資産  232   152

    その他  214   58

    貸倒引当金  △64   △48

    流動資産合計  170,842   196,386

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物  75   362

      器具備品  540   549

      土地  33   34

      リース資産  66   305

      建設仮勘定  60   104

      有形固定資産合計  776   1,356

    無形固定資産      

      のれん  83   63

      商標権  0   0

      ソフトウエア  807   1,571

      ソフトウエア仮勘定  182   82

      その他  23   24

      無形固定資産合計  1,097   1,741

    投資その他の資産      

      投資有価証券  15   17

      出資金  1   1

      長期差入保証金  385   398

      破産更生債権等  152   155

      長期前払費用  93   88

      繰延税金資産  415   411

      その他  1   1

      貸倒引当金  △152   △155

      投資その他の資産合計  912   917

    固定資産合計  2,786   4,016

  資産合計  173,629   200,402
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

負債の部      

  流動負債      

    トレーディング商品  43   11

    約定見返勘定  19   －

    信用取引負債  36,728   28,496

    預り金  8,350   8,112

    受入保証金  102,069   129,986

    有価証券等受入未了勘定  0   －

    受取差金勘定  1,183   930

    短期借入金  7,190   9,600

    1年内返済予定の長期借入金  －   560

    リース債務  46   180

    前受収益  1   1

    未払金  1,103   1,154

    未払費用  873   1,045

    未払法人税等  200   169

    賞与引当金  236   93

    役員賞与引当金  159   75

    資産除去債務  24   －

    流動負債合計  158,229   180,418

  固定負債      

    長期借入金  －   2,240

    リース債務  24   149

    長期未払金  100   100

    資産除去債務  －   110

    固定負債合計  124   2,599

  特別法上の準備金      

    金融商品取引責任準備金  712   801

    商品取引責任準備金  0   0

    特別法上の準備金合計  712   801

  負債合計  159,066   183,818

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  100   100

    資本剰余金  7,469   7,469

    利益剰余金  6,976   8,091

    株主資本合計  14,545   15,661

  その他の包括利益累計額      

    為替換算調整勘定  16   △8

    その他の包括利益累計額合計  16   △8

  少数株主持分  －   931

  純資産合計  14,562   16,583

負債純資産合計  173,629   200,402
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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:百万円) 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益      

  受入手数料  1,491   1,182

    委託手数料  1,277   1,004

    その他受入手数料  214   178

  トレーディング損益  5,475   5,665

  金融収益  653   708

  その他の営業収益  7   5

  営業収益合計  7,628   7,562

金融費用  357   379

純営業収益  7,270   7,182

販売費及び一般管理費      

  取引関係費  2,205   1,938

  人件費  540   1,004

  不動産関係費  496   595

  事務費  631   837

  減価償却費  280   369

  租税公課  101   113

  貸倒引当金繰入額  19   △11

  のれん償却額  9   4

  その他  29   58

  販売費及び一般管理費合計  4,314   4,909

営業利益  2,955   2,272

営業外収益  6   2

営業外費用  2   73

経常利益  2,959   2,202

特別利益     

  負ののれん発生益  －   532

  投資有価証券売却益  －   159

  その他  4   －

  特別利益合計  4   692

特別損失     

  金融商品取引責任準備金繰入れ  102   88

  事務所移転費用  －   35

  固定資産除却損  －   11

  その他  19   －

  特別損失合計  121   135

税金等調整前四半期純利益  2,842   2,760

法人税、住民税及び事業税  1,248   947

法人税等調整額  △72   83

法人税等合計  1,176   1,030

少数株主損益調整前四半期純利益  1,665   1,729

四半期純利益  1,665   1,729
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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:百万円)

 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益  1,665   1,729

その他の包括利益      

  為替換算調整勘定  △20   △25

  その他の包括利益合計  △20   △25

包括利益  1,645   1,703

（内訳）      

  親会社株主に係る包括利益  1,645   1,703

  少数株主に係る包括利益  －   －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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 

 該当事項はありません。 


