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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 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2四半期 3,520 1.3 986 6.3 956 6.8 601 12.0

29年3月期第2四半期 3,476 ― 927 ― 895 ― 537 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　610百万円 （20.1％） 29年3月期第2四半期　　508百万円 （―％）

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2四半期 97.89 97.30

29年3月期第2四半期 92.72 88.12

（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２四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2四半期 66,228 5,643 8.5

29年3月期 61,511 5,146 8.3

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 5,605百万円 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 ― ― ― 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、対前期増減率）

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

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2Q 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2Q 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2Q 6,143,924 株 29年3月期2Q 5,793,166 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績や雇用環境の改善傾向が続き、緩やかな回復基調が

継続しています。一方、米国政権の政策不安や北朝鮮情勢による地政学リスクの高まり等、国際情勢は先行き不透

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、先行き不透明感からリスクオフの

傾向となり、為替変動率は低調なまま推移しました。

　この様な状況が続く中、当社グループは、先行き不透明な相場に対するお客様の悩みに対応するため、子会社JFX

株式会社の代表取締役社長で元ディーラーである小林芳彦氏によるお悩み相談コーナーや、日経CNBC放送の「FX経

済研究所」など、お客様の役に立つ情報提供を行いました。

　また、お客様が自分の取引状況を検証できるアプリの提供や、想定以上にスプレッドが開いたときに発注しない

ための許容スプレッド機能、多様なテクニカルに対応した「LIONチャートPlus+」に注文機能を追加する等、お客様

のご要望の実現も継続してきました。

その結果、当第２四半期連結会計期間末の顧客口座数は、457,084口座(前連結会計期間末比4.9％増)、顧客預り

証拠金は49,011,170千円（前連結会計期間末比6.1％増）となりました。また、当第２四半期連結累計期間の外国為

替取引高は2兆603億通貨単位（前年同四半期比16.7％減）となりました。

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益は3,520,776千円（前年同四半期比

1.3％増）、営業利益は986,751千円（同6.3％増）、経常利益は956,719千円（同6.8％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は601,425千円（同12.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(総資産)

当第２四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4,717,135千円増加して、

66,228,884千円となりました。これは主に外国為替取引顧客分別金信託の増加5,391,000千円があった一方、外国

為替取引顧客差金の減少1,301,015千円等があったことにより、流動資産が4,708,142千円増加したことによるも

のです。

(負債)

当第２四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4,220,738千円増加して、

60,585,641千円となりました。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2,825,605千円、

外国為替取引顧客差金の増加753,166千円等により流動負債が3,668,447千円増加したことによるものです。

(純資産)

当第２四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496,396千円増加して、

5,643,243千円となりました。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472,402

千円増加したことによるものです。

　

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

べ187,679千円増加し、3,489,856千円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における営業活動により支出した資金は83,414千円（前年同四半期は1,271,850千円

の増加）となりました。これは主に外国為替取引預り証拠金の増加による収入2,825,605千円及び外国為替取引顧

客差金(資産)の減少による収入1,301,015千円があった一方、外国為替取引顧客分別金信託の増加による支出

5,391,000千円等があったことによるものです。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における投資活動により増加した資金は363,431千円（前年同四半期は1,014,399千

円の減少）となりました。これは主に定期預金の預入による支出2,925,000千円及び無形固定資産の取得による支

出63,548千円があった一方、定期預金の払戻による収入3,355,000千円等があったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は100,683千円（前年同四半期は1,468,047千

円の増加）となりました。これは主に短期借入金の純増額28,400千円があった一方、配当金の支払額129,023千円

等があっ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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,888,764 7,531,111

外国為替取引顧客分別金信託 39,805,000 45,196,000

外国為替取引顧客差金 7,552,661 6,251,645

外国為替取引顧客未収入金 237,222 360,724

外国為替取引差入証拠金 5,089,272 6,114,992

外国為替取引自己取引差金 59,581 -

外国為替取引自己取引未収入金 227,935 178,987

貯蔵品 43,246 43,507

未収入金 30,472 30,007

未収還付消費税等 182,052 87,259

前払費用 39,385 40,677

繰延税金資産 34,235 72,538

その他 12,433 2,954

流動資産合計 61,202,263 65,910,405

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 87,896 84,589

車両運搬具（純額） 4,874 4,446

器具備品（純額） 18,795 16,045

有形固定資産合計 111,567 105,081

無形固定資産

ソフトウエア 79,317 116,364

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 117,796 136,591

投資その他の資産

長期前払費用 2,250 1,864

繰延税金資産 37,338 36,876

差入保証金 31,383 29,894

その他 17,703 14,851

貸倒引当金 △8,553 △6,679

投資その他の資産合計 80,122 76,806

固定資産合計 309,485 318,478

資産合計 61,511,749 66,228,884
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９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 49,011,170

外国為替取引顧客差金 435,589 1,188,756

外国為替取引顧客未払金 1,269,637 1,778,542

外国為替取引自己取引差金 254,965 147,945

外国為替取引自己取引未払金 13,682 -

短期借入金 5,883,600 5,912,000

1年内返済予定の長期借入金 500,000 -

未払金 325,532 353,718

未払費用 40,884 52,977

未払法人税等 350,477 418,061

賞与引当金 50,767 146,713

資産除去債務 - 264

その他 59,146 28,145

流動負債合計 55,369,849 59,038,296

固定負債

長期借入金 - 500,000

退職給付に係る負債 39,546 40,577

役員退職慰労引当金 944,933 995,956

資産除去債務 10,574 10,811

固定負債合計 995,053 1,547,344

負債合計 56,364,902 60,585,641

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 4,371,093

自己株式 △26,446 △26,506

株主資本合計 5,125,589 5,597,932

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,292 7,706

その他の包括利益累計額合計 △1,292 7,706

新株予約権 22,549 37,605

純資産合計 5,146,846 5,643,243

負債純資産合計 61,511,749 66,228,884
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業収益

外国為替取引損益 3,468,068 3,515,203

外国為替取引受取手数料 557 -

その他の営業収益 7,453 5,573

営業収益合計 3,476,079 3,520,776

営業費用

販売費及び一般管理費 2,548,083 2,534,025

営業利益 927,996 986,751

営業外収益

受取利息 1,122 1,651

貸倒引当金戻入額 784 1,132

為替差益 931 -

その他 944 934

営業外収益合計 3,781 3,718

営業外費用

支払利息 35,918 31,938

為替差損 - 1,594

その他 252 216

営業外費用合計 36,170 33,750

経常利益 895,606 956,719

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 895,606 956,552

法人税、住民税及び事業税 357,745 392,967

法人税等調整額 731 △37,840

法人税等合計 358,476 355,127

四半期純利益 537,130 601,425

親会社株主に帰属する四半期純利益 537,130 601,425
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 537,130 601,425

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △28,764 8,998

その他の包括利益合計 △28,764 8,998

四半期包括利益 508,365 610,423

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 508,365 610,423

決算短信（宝印刷） 2017年10月30日 09時00分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ヒロセ通商株式会社(7185) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 8 ―

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 895,606 956,552

減価償却費 38,162 36,699

株式報酬費用 - 15,056

貸倒引当金の増減額（△は減少） △857 △1,873

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,627 95,945

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,802 1,030

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 129,797 51,023

受取利息及び受取配当金 △1,122 △1,651

支払利息 35,918 31,938

為替差損益（△は益） △877 652

固定資産除却損 - 166

外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増
加）

△3,861,000 △5,391,000

外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は
増加）

△1,492,830 1,301,015

外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増
加）

△18,000 △123,502

外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） 168,619 △1,025,719

外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額
（△は増加）

△127,590 59,581

外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は
増加）

126,659 48,948

貯蔵品の増減額（△は増加） △10,361 △261

未収入金の増減額（△は増加） 11,982 5,885

未収還付消費税等の増減額（△は増加） 28,113 94,793

前払費用の増減額（△は増加） △14,760 △3,726

外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） 5,328,521 2,825,605

外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は
減少）

△307,550 753,166

外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） 338,308 508,905

外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額
（△は減少）

3,852 △107,019

外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減
少）

321,365 △13,682

未払金の増減額（△は減少） △2,450 50,069

未払費用の増減額（△は減少） △3,577 11,875

その他 71,682 83,481

小計 1,671,042 263,958

利息及び配当金の受取額 2,757 1,231

利息の支払額 △38,031 △29,286

法人税等の支払額 △363,917 △319,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,271,850 △83,414
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,865,000 △2,925,000

定期預金の払戻による収入 1,930,000 3,355,000

有形固定資産の取得による支出 △2,663 △1,838

無形固定資産の取得による支出 △63,691 △63,548

長期前払費用の取得による支出 △3,000 △122

その他 △10,044 △1,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,014,399 363,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,550,000 28,400

株式の発行による収入 3,450 -

新株予約権の発行による収入 7,140 -

自己株式の取得による支出 △46 △60

配当金の支払額 △92,496 △129,023

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,468,047 △100,683

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,887 8,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,697,610 187,679

現金及び現金同等物の期首残高 2,285,864 3,302,177

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,983,475 3,489,856
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（４）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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