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2013年 10月 25 日 

各  位 
会 社 名 株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ  
代 表 者 名 代表取締役社長 鬼 頭  弘 泰 
（コード番号 ： 8 7 1 1 ） 
問い合わせ先 取締役経営管理部長  江 頭  宏 一 
Ｔ Ｅ Ｌ 0 3 - 5 4 8 9 - 7 1 3 2 

 

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26 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％（2013 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26 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 

2013年９月 30現在 

氏名又は名称 住所 
所有株数 

（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 

2013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 － 

取締役兼執行役  山 本  樹 － 

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 指名委員 監査委員 報酬委員 野 村 正 光 － 

社外取締役 監査委員 佐 藤 明 夫 － 

執行役  田 島 利 充 － 

 
 
 

以上 

 

 



 

 

平成 26年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成 25年 10月 25 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) 代表執行役社長 (氏名) 高島 秀行   
問合せ先責任

者 
(役職名) 執行役 財務・ＩＲ担当 (氏名) 山本 樹 (TEL)  (03)6221-0183 

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 26 年３月期第２四半期の連結業績（平成 25 年４月１日～平成 25 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 ％ 

26年３月期第２四半期 10,848 43.5 10,303 43.5 2,659 17.0 2,622 19.1 1,781 3.0 
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 

（注）包括利益  26年３月期第２四半期  1,953百万円（14.7％）  25年３月期第２四半期 1,703 百万
円（3.5％） 

 

 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 

26年３月期第２四半期 98.93 － 
25年３月期第２四半期 96.01 － 

 
(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 ％ 

26年３月期第２四半期 345,132 18,467 5.1 
25 年３月期 299,443 17,345 5.5 

（参考）自己資本    26年３月期第２四半期  17,557百万円  25年３月期  16,512百万円 
 
※ 注記事項 
 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
（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 

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 ：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) 26 年３月期２Ｑ 18,010,400 株 25 年３月期 18,010,400 株 
②  期末自己株式数 26 年３月期２Ｑ －株 25 年３月期 －株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 26 年３月期２Ｑ 18,010,400 株 25 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日本経済は、アベノミクス（安倍政権の経済政策）への期待や

日本銀行よる大胆な追加金融緩和を受けた円安進行と株価上昇により、緩やかな景気回復が続きまし

た。５月下旬から６月中旬にかけては、米国の量的緩和縮小観測や新興国の景気減速懸念など、世界

経済の先行き不透明感から、円安・株高に大幅な調整が入る場面もありましたが、７月の参議員選挙

の自民党圧勝による衆参両院のねじれ解消、９月のオリンピックの東京招致の決定など、景気を下支

えするイベントが続き、緩やかな景気回復が続く形となりました。 

期初に12,300円台で始まった日経平均株価は、国土強靭化政策を掲げる自民党政権による積極的な

公共投資への期待や、日本銀行による大胆な追加金融緩和を受けた長期金利の低下などを受けて上昇

基調で推移し、５月23日には年初来高値となる15,942円60銭まで上昇しました。しかし、米国の量的

緩和縮小観測や中国をはじめとする新興国の景気減速懸念が浮上したことにより、加熱気味だった相

場は急激に値を下げていく展開となり、６月中旬には12,400円台まで下落しました。その後は不安定

な値動きが続いたものの、７月に発表された良好な米雇用統計、参議院選挙後の衆参両院のねじれ解

消への期待感などから株価は上昇し、一時は14,900円台まで上昇しました。しかしその後、実際に参

院選で自民党が圧勝すると、買い材料が不足するなか、利益確定の売り圧力、中国の景気減速懸念、

米国の量的緩和縮小観測の高まり、お盆休みをはさみ市場参加者が減少したことなどいくつかの要因

が重なり株価は調整局面を迎え、８月中旬には13,300円台まで下落しました。その後、９月に入りオ

リンピックの東京招致の決定、米国の量的緩和縮小の見送りなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢

が後退したことにより、株価は徐々に持ち直し、当第２四半期連結累計期間末における終値は14,455

円80銭となりました。 

外国為替市場においては、年初からの流れを引き継ぎ円安が進みました。ドル/円相場は期初に93

円台で推移していましたが、４月初めに日本銀行による大胆な追加金融緩和が発表されたことにより、

長く続いてきたデフレ脱却への期待感から円安が進む展開となり、５月下旬には103円台まで上昇しま

した。しかしその後は、日経平均株価の下落とともに反落し、６月中旬には一時93円台まで値を下げ

る場面もありましたが、７月に発表された良好な米雇用統計などを背景に米国の量的緩和早期縮小観

測が強まり、一時は101円台まで円安ドル高が進行、その後は、ＦＲＢ議長の発言や、８月に発表され

た米雇用統計が市場を下回ったことなどにより、95円台まで円高ドル安が進行しました。その後、米

欧や中国の良好な景気指標、中東情勢への不安後退、東京での五輪開催決定など、いくつかの要因を

背景にドル/円相場は100円台まで円安ドル高が進行しましたが、９月後半に掛けて、米国の量的緩和

縮小見送り、財政協議を巡る不透明感の高まりなどを受けて98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」などの各種キャンペーンの実施や、大口信用取引「VIPプラン」の導入、ならび

に取引環境の継続的な改善により、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証券取引口座は189,349口座(平

成25年３月末165,817口座)、店頭外国為替証拠金取引口座は313,733口座（平成25年３月末282,424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10,848百万円（前年同期比43.5％増）、純営業

収益は10,303百万円（同43.5％増）、営業利益は2,659百万円（同17.0％増）、経常利益は2,622百万円

（同19.1％増）、四半期純利益は1,781百万円（同3.0％増）となりました。 
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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2,332百万円(前年同期比97.2％増)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6,971百万円（前年同期比23.1％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・店頭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7,643百万円（前年同期比55.7％増）と

なりました。 

主な内容は、委託取引にかかる取引所などへの支払手数料や、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。 

 

（特別利益、特別損失） 

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、固定資産除却損、

その他特別損失の計上によるものであります。 
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(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345,132百万円（前連結会計年度比45,689百万円の

増加）、負債合計は326,664百万円（同44,567百万円の増加）、純資産合計は18,467百万円（同1,122百

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341,059百万円（前連結会計年度比46,114百万円の

増加）となりました。これは、主に顧客資産の増加に伴い、預託金が191,340百万円（同38,693百万円

の増加）となったこと、および現金及び預金が26,036百万円（同6,399百万円の増加）となったこと、

市況の影響により信用取引資産が82,348百万円（同1,367百万円の減少）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4,072百万円（前連結会計年度比425百万円の減少）

となりました。これは、主にソフトウェアが1,366百万円（同356百万円の減少）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321,118百万円（前連結会計年度比42,523百万円の

増加）となりました。これは、主に顧客資産の増加により受入保証金が196,836百万円（同42,365百万

円の増加）となったこと、市況の影響により信用取引負債が70,880百万円（同6,551百万円の減少）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4,236百万円（前連結会計年度比1,701百万円の増

加）となりました。これは、主に劣後債の発行により社債が2,000百万円（同2,000百万円の増加）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1,309百万円（前連結会計年度比341百万

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18,467百万円（前連結会計年度比1,122百万円の増

加）となりました。これは、四半期純利益の計上により利益剰余金が10,658百万円（同1,781百万円の

増加）となったことによります。 
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２．サマリー情報（注記事項）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 

該当事項はありません。 

 

(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 

会計上の見積りの変更 

（固定資産の耐用年数の変更） 

 当社が提供しているサービスならびに取引ツールの一部につき、内容変更又は提供中止が決定

されたことから、これらに関連する固定資産の耐用年数を内容変更又は提供中止の日までに変更

しております。 

 これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益およ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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   19,636   26,036 

    預託金   152,646   191,340 

    トレーディング商品   150   155 

    約定見返勘定   61   1 

    信用取引資産   83,716   82,348 

    立替金   98   182 

    短期差入保証金   26,154   22,954 

    支払差金勘定   9,553   14,723 

    前払費用   254   276 

    未収入金   2,064   2,545 

    未収収益   283   365 

    繰延税金資産   320   235 

    その他   85   71 

    貸倒引当金   △80   △178 

    流動資産合計   294,944   341,059 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物   372   682 

      構築物   －   101 

      器具備品   626   548 

      土地   34   114 

      リース資産   324   292 

      建設仮勘定   269   － 

      有形固定資産合計   1,627   1,738 

    無形固定資産         

      のれん   43   25 

      商標権   0   0 

      ソフトウエア   1,722   1,366 

      ソフトウエア仮勘定   50   77 

      その他   24   23 

      無形固定資産合計   1,840   1,492 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   22   80 

      出資金   1   1 

      長期差入保証金   389   32 

      破産更生債権等   146   143 

      長期前払費用   157   140 

      繰延税金資産   458   585 

      その他   1   1 

      貸倒引当金   △146   △143 

      投資その他の資産合計   1,030   841 

    固定資産合計   4,498   4,072 

  資産合計   299,443   345,132 
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  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

負債の部         

  流動負債         

    トレーディング商品   114   87 

    信用取引負債   77,432   70,880 

    預り金   14,703   24,072 

    受入保証金   154,471   196,836 

    受取差金勘定   3,904   2,813 

    短期借入金   23,100   20,000 

    1年内返済予定の長期借入金   568   570 

    リース債務   121   102 

    前受金   －   2 

    前受収益   1   1 

    未払金   2,259   4,458 

    未払費用   1,279   1,011 

    未払法人税等   234   136 

    賞与引当金   216   122 

    役員賞与引当金   173   20 

    資産除去債務   13   － 

    流動負債合計   278,595   321,118 

  固定負債         

    社債   －   2,000 

    長期借入金   2,101   1,816 

    リース債務   227   210 

    長期未払金   100   100 

    資産除去債務   106   109 

    固定負債合計   2,535   4,236 

  特別法上の準備金         

    金融商品取引責任準備金   967   1,309 

    商品取引責任準備金   0   － 

    特別法上の準備金合計   967   1,309 

  負債合計   282,097   326,664 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   100   100 

    資本剰余金   7,469   6,639 

    利益剰余金   8,876   10,658 

    株主資本合計   16,446   17,397 

  その他の包括利益累計額         

    為替換算調整勘定   66   159 

    その他の包括利益累計額合計   66   159 

  少数株主持分   832   910 

  純資産合計   17,345   18,467 

負債純資産合計   299,443   345,132 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業収益         

  受入手数料   1,182   2,332 

    委託手数料   1,004   1,931 

    その他受入手数料   178   400 

  トレーディング損益   5,665   6,971 

  金融収益   708   1,458 

  その他の営業収益   5   86 

  営業収益合計   7,562   10,848 

金融費用   379   545 

純営業収益   7,182   10,303 

販売費及び一般管理費         

  取引関係費   1,938   3,569 

  人件費   1,004   1,085 

  不動産関係費   595   1,062 

  事務費   837   966 

  減価償却費   369   605 

  租税公課   113   173 

  貸倒引当金繰入額   △11   94 

  のれん償却額   4   2 

  その他   58   83 

  販売費及び一般管理費合計   4,909   7,643 

営業利益   2,272   2,659 

営業外収益   2   9 

営業外費用   73   46 

経常利益   2,202   2,622 

特別利益         

  負ののれん発生益   532   － 

  投資有価証券売却益   159   － 

  特別利益合計   692   － 

特別損失         

  金融商品取引責任準備金繰入れ   88   341 

  減損損失   －   44 

  事務所移転費用   35   5 

  固定資産除却損   11   0 

  その他   －   1 

  特別損失合計   135   393 

税金等調整前四半期純利益   2,760   2,229 

法人税、住民税及び事業税   947   412 

法人税等調整額   83   △43 

法人税等合計   1,030   369 

少数株主損益調整前四半期純利益   1,729   1,859 

少数株主利益   －   78 

四半期純利益   1,729   1,781 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   1,729   1,859 

その他の包括利益         

  為替換算調整勘定   △25   93 

  その他の包括利益合計   △25   93 

包括利益   1,703   1,953 

（内訳）         

  親会社株主に係る包括利益   1,703   1,874 

  少数株主に係る包括利益   －   78 
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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。 
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