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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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 ％

29年３月期第３四半期 5,106 12.3 1,298 43.6 1,248 46.5 749 52.6

28年３月期第３四半期 4,548 ― 903 ― 852 ― 491 ―

(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 760 百万円 (55.5％) 28年３月期第３四半期 488百万円 ( ―％)

　

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

29年３月期第３四半期 129.05 122.77

28年３月期第３四半期 110.43 ―

(注) １. 当社は、第３四半期の業績開示を平成28年３月期から行っているため、平成28年３月期第３四半期の対前年

同四半期増減率の記載はしておりません。

２. 平成28年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高が

ありますが、当社株式は平成28年３月期第３四半期においては非上場であり、期中平均株価が把握できない

ため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 ％

29年３月期第３四半期 57,894 4,987 8.6

28年３月期 47,147 4,285 9.1

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 4,972 百万円 　28年３月期 4,285 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

28年３月期 ― ― ― 16.00 16.00

29年３月期 ― ― ―

29年３月期(予想) 未定 未定

(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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。
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 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 ： 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(注) 詳細は、添付資料P.３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 29年３月期３Ｑ 5,984,000株 28年３月期 5,861,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 80,044株 28年３月期 80,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 5,811,376株 28年３月期３Ｑ 4,451,000株

　

※ 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連結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

　当社グループは、「３．平成29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３四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用や所得環境には改善の動きが見られたものの、中国をは

じめとする新興国経済の減速、英国のEU離脱決定や米国大統領選挙の影響などから、先行きの不透明感が拭えない

状況となりました。

この点、当社グループの関連する外国為替市場におきましては、10月は日米の金融政策の動向を見守る動きや米

国大統領選挙を控え方向感に乏しい相場展開となったものの、11月は米国大統領選挙の結果が市場の予想に反した

ことや12月のFOMC利上げ決定により、活発な取引が行われました。

国内外の政治経済情勢に漂う不透明感と不安定感に対処するため、当社グループにおいては、より一層の顧客満

足度の向上を経営の第一優先とし、顧客ニーズに合わせた取引システムのバージョンアップを継続的に行うととも

に、日経CNBCのFX情報番組『ＦＸ経済研究所』にてFX取引に役立つ情報の提供やこれまでも好評を得ていたキャン

ペーンの１つであるおせちのプレゼント等を実施するなど、あらゆる面から顧客満足度の向上を図りました。

以上のような取り組みを行った結果、当第３四半期連結会計期間末の当社グループの口座数は418,876口座(前連

結会計年度末比4.1％増)、顧客預り証拠金は43,520,405千円(同19.7％増)、当第３四半期連結累計期間の外国為替

取引高は3兆7,539億通貨単位（前年同四半期比50.5％増）となりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は5,106,326千円（前年同四半期比12.3％増）、営業利益は

1,298,081千円（同43.6％増）、経常利益は1,248,822千円（同46.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

749,986千円（同52.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　資産、負債及び純資産の状況

(総資産)

　当第３四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10,747,701千円増加して、

57,894,889千円となりました。これは主に外国為替取引顧客分別金信託の増加8,103,000千円、現金及び預金の増

加1,531,529千円等により流動資産が10,664,345千円増加したことによるものです。

　(負債)

　当第３四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10,046,168千円増加して、

52,907,428千円となりました。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7,150,921千円、

短期借入金の増加2,100,000千円等により流動負債が10,338,002千円増加したことによるものです。

　(純資産)

　当第３四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701,533千円増加して、

4,987,461千円となりました。これは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657,490千円増

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．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

　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

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月

１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,848,422 6,379,951

外国為替取引顧客分別金信託 30,622,000 38,725,000

外国為替取引顧客差金 6,525,315 6,407,461

外国為替取引顧客未収入金 110,523 161,925

外国為替取引差入証拠金 4,305,514 5,292,253

外国為替取引自己取引差金 111,184 305,032

外国為替取引自己取引未収入金 126,688 253

貯蔵品 45,231 49,595

未収入金 38,957 54,145

未収還付消費税等 118,642 137,161

前払費用 32,471 44,442

繰延税金資産 44,149 18,054

その他 8,003 26,174

流動資産合計 46,937,104 57,601,450

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 40,451 97,427

車両運搬具（純額） 8,124 5,687

器具備品（純額） 17,314 17,061

有形固定資産合計 65,890 120,175

無形固定資産

ソフトウエア 68,698 95,169

その他 246 246

無形固定資産合計 68,945 95,416

投資その他の資産

長期前払費用 3,333 3,333

繰延税金資産 37,594 34,077

差入保証金 24,869 31,749

その他 19,698 19,816

貸倒引当金 △10,247 △11,129

投資その他の資産合計 75,247 77,847

固定資産合計 210,083 293,439

資産合計 47,147,187 57,894,889
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

外国為替取引預り証拠金 36,369,483 43,520,405

外国為替取引顧客差金 593,231 853,130

外国為替取引顧客未払金 694,812 1,174,912

外国為替取引自己取引差金 22,667 41,925

外国為替取引自己取引未払金 1,054 1,239

短期借入金 3,100,000 5,200,000

1年内返済予定の長期借入金 － 500,000

未払金 342,874 294,423

未払費用 39,545 49,778

未払法人税等 377,330 248,116

賞与引当金 52,351 24,243

その他 47,059 70,238

流動負債合計 41,640,411 51,978,414

固定負債

長期借入金 500,000 －

退職給付に係る負債 35,410 38,523

役員退職慰労引当金 685,344 880,035

資産除去債務 94 10,455

固定負債合計 1,220,848 929,014

負債合計 42,861,260 52,907,428

純資産の部

株主資本

資本金 790,668 809,118

資本剰余金 408,228 408,228

利益剰余金 3,110,853 3,768,343

自己株式 △26,400 △26,446

株主資本合計 4,283,349 4,959,242

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 2,578 12,964

その他の包括利益累計額合計 2,578 12,964

新株予約権 － 15,254

純資産合計 4,285,927 4,987,461

負債純資産合計 47,147,187 57,894,889
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

営業収益

外国為替取引損益 4,536,317 5,093,751

外国為替取引受取手数料 1,270 573

その他の営業収益 10,519 12,001

営業収益合計 4,548,107 5,106,326

営業費用

販売費及び一般管理費 3,644,181 3,808,244

営業利益 903,925 1,298,081

営業外収益

受取利息 3,154 1,537

貸倒引当金戻入額 1,427 －

還付金収入 2,379 1,428

為替差益 － 800

その他 2,751 1,476

営業外収益合計 9,713 5,243

営業外費用

支払利息 59,261 54,250

為替差損 1,915 －

その他 3 252

営業外費用合計 61,180 54,502

経常利益 852,458 1,248,822

特別利益

固定資産売却益 2,261 －

特別利益合計 2,261 －

特別損失

固定資産除却損 30 1,127

特別損失合計 30 1,127

税金等調整前四半期純利益 854,690 1,247,694

法人税、住民税及び事業税 355,515 468,096

法人税等調整額 7,651 29,612

法人税等合計 363,166 497,708

四半期純利益 491,524 749,986

親会社株主に帰属する四半期純利益 491,524 749,986
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 491,524 749,986

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △2,641 10,386

その他の包括利益合計 △2,641 10,386

四半期包括利益 488,882 760,372

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 488,882 760,372
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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。

（セグメント情報等）

当社グループの事業セグメントは、外国為替証拠金取引事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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