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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第1四半期 1,775 △9.6 558 △21.6 543 △21.6 355 △20.3

29年3月期第1四半期 1,964 ― 712 ― 693 ― 445 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　361百万円 （△14.0％） 29年3月期第1四半期　　420百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 57.82 57.60

29年3月期第1四半期 76.99 73.19

(注) 当社は、平成28年３月期第３四半期期間より四半期財務諸表を作成しているため、平成29年３月期第１四半期の前年同四半期増減率については

記載しておりません。

(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 ％

30年3月期第1四半期 64,047 5,387 8.4

29年3月期 61,511 5,146 8.3

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 5,356百万円 29年3月期 5,124百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 21.00 21.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

当社グループは金融商品取引業（外国為替証拠金取引事業）を営んでおり、当社グループの業績は外国為替の為替変動率やマーケット環境に大きく影響を受
け、予測を行うことが困難であるため、連結業績予想を開示しておりません。この点を補うために、業績に重要な影響を及ぼす営業収益、顧客口座数、外国為
替取引高、顧客預り証拠金について、月次ベースで開示しております。

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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

新規 ― 社 （社名） 、 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 ： 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

(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） 30年3月期1Q 6,224,000 株 29年3月期 6,224,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 80,081 株 29年3月期 80,044 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 6,143,929 株 29年3月期1Q 5,786,538 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当社グループは、「３．平成30年３月期の連結業績予想」に記載のとおり、連結業績予想の開示を行っておりませんが、この点を補うために、月次ベースでの営
業収益、顧客口座数、外国為替取引高、顧客預り証拠金を開示しております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策等により企業業績や雇用環境の改善傾向が続

き、緩やかな回復基調となりましたが、米国や欧州の政治動向などを背景に、依然として先行きが不透明な状況が

続いております。

　こうした環境のもと、当社グループの関連する外国為替市場におきましては、米国や欧州の政治動向の不安材料

からリスクオフの傾向となり、低調な為替変動率となりました。

このような状況の中、当社グループは、為替変動率が低調な状況でも安定した収益が確保できるよう、カバー取

引の効率化を図り、取引単価の改善に努めました。また、顧客の多様なニーズに対応するため、新しいトレードツ

ール「LION FX C2」及び「LION FX HTML5版」をリリースするとともに、既存システムのバージョンアップも行いま

した。

その結果、当第１四半期連結会計期間末の顧客口座数は、446,575口座（前連結会計期間末比2.5％増）となり、

顧客預り証拠金は47,026,431千円（同1.8％増）となりました。また、当第１四半期連結累計期間の外国為替取引高

は１兆737億通貨単位（前年同四半期比17.4％減）となりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は1,775,581千円（前年同四半期比9.6％減）、営業利益は

558,570千円（同21.6％減）、経常利益は543,494千円（同21.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

355,254千円（同20.3％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(総資産)

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して2,535,639千円増加して、

64,047,388千円となりました。これは主に外国為替取引顧客分別金信託が4,351,000千円増加した一方で、現金及び

預金の減少1,056,260千円及び外国為替取引顧客差金の減少1,482,365千円等により流動資産が2,512,077千円増加し

たことによるものです。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較して2,295,343千円増加して、58,660,246

千円となりました。これは主に顧客入金の増加による外国為替取引預り証拠金の増加840,866千円、外国為替取引顧

客差金の増加1,578,223千円等により流動負債が2,269,103千円増加したことによるものです。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して240,295千円増加して、5,387,141

千円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の増加により利益剰余金が226,231千円増加した

ことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループは金融商品取引業（外国為替証拠金取引事業）を営んでおり、当社グループの業績は外国為替の為

替変動率やマーケット環境に大きく影響を受け、予測を行うことが困難であるため、連結業績予想を開示しており

ません。この点を補うために、業績に重要な影響を及ぼす営業収益、顧客口座数、外国為替取引高、顧客預り証拠

金について、月次ベースで開示しております。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,888,764 6,832,504

外国為替取引顧客分別金信託 39,805,000 44,156,000

外国為替取引顧客差金 7,552,661 6,070,295

外国為替取引顧客未収入金 237,222 305,172

外国為替取引差入証拠金 5,089,272 5,419,762

外国為替取引自己取引差金 59,581 641,492

外国為替取引自己取引未収入金 227,935 44,639

貯蔵品 43,246 41,214

未収入金 30,472 58,560

未収還付消費税等 182,052 77,518

前払費用 39,385 41,419

繰延税金資産 34,235 24,786

その他 12,433 975

流動資産合計 61,202,263 63,714,341

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 87,896 86,392

車両運搬具（純額） 4,874 5,167

器具備品（純額） 18,795 17,542

有形固定資産合計 111,567 109,101

無形固定資産

ソフトウエア 79,317 123,193

ソフトウエア仮勘定 38,232 19,980

その他 246 246

無形固定資産合計 117,796 143,420

投資その他の資産

長期前払費用 2,250 2,122

繰延税金資産 37,338 37,187

差入保証金 31,383 31,249

その他 17,703 17,619

貸倒引当金 △8,553 △7,653

投資その他の資産合計 80,122 80,525

固定資産合計 309,485 333,047

資産合計 61,511,749 64,047,388
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

外国為替取引預り証拠金 46,185,564 47,026,431

外国為替取引顧客差金 435,589 2,013,813

外国為替取引顧客未払金 1,269,637 1,532,623

外国為替取引自己取引差金 254,965 2,345

外国為替取引自己取引未払金 13,682 150,301

短期借入金 5,883,600 5,732,000

1年内返済予定の長期借入金 500,000 500,000

未払金 325,532 366,151

未払費用 40,884 42,517

未払法人税等 350,477 190,779

賞与引当金 50,767 42,742

その他 59,146 39,245

流動負債合計 55,369,849 57,638,952

固定負債

退職給付に係る負債 39,546 40,843

役員退職慰労引当金 944,933 969,757

資産除去債務 10,574 10,693

固定負債合計 995,053 1,021,293

負債合計 56,364,902 58,660,246

純資産の部

株主資本

資本金 845,118 845,118

資本剰余金 408,228 408,228

利益剰余金 3,898,690 4,124,921

自己株式 △26,446 △26,506

株主資本合計 5,125,589 5,351,760

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,292 5,210

その他の包括利益累計額合計 △1,292 5,210

新株予約権 22,549 30,170

純資産合計 5,146,846 5,387,141

負債純資産合計 61,511,749 64,047,388
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

営業収益

外国為替取引損益 1,960,601 1,772,646

外国為替取引受取手数料 454 －

その他の営業収益 3,386 2,935

営業収益合計 1,964,442 1,775,581

営業費用

販売費及び一般管理費 1,251,841 1,217,011

営業利益 712,600 558,570

営業外収益

受取利息 530 693

貸倒引当金戻入額 861 164

助成金収入 256 406

その他 11 298

営業外収益合計 1,660 1,563

営業外費用

支払利息 18,611 16,243

為替差損 1,796 179

その他 252 216

営業外費用合計 20,659 16,640

経常利益 693,601 543,494

特別損失

固定資産除却損 － 166

特別損失合計 － 166

税金等調整前四半期純利益 693,601 543,327

法人税、住民税及び事業税 225,879 178,473

法人税等調整額 22,209 9,599

法人税等合計 248,089 188,073

四半期純利益 445,512 355,254

親会社株主に帰属する四半期純利益 445,512 355,254
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 445,512 355,254

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △24,925 6,503

その他の包括利益合計 △24,925 6,503

四半期包括利益 420,587 361,757

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 420,587 361,757
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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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