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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 1,730 △35.7 1,621 △32.0 731 ― 989 ― 1,013 ―
24年3月期 2,690 △56.3 2,384 △60.8 △4,862 ― △4,940 ― △6,186 ―

（注）包括利益 25年3月期 1,014百万円 （―％） 24年3月期 △6,176百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 52.07 ― ― 4.4 42.3
24年3月期 △567.72 ― ― △16.9 △180.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 21,930 △3,184 △14.5 △163.54
24年3月期 23,453 △4,205 △17.9 △215.99

（参考） 自己資本   25年3月期  △3,184百万円 24年3月期  △4,205百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 293 593 △866 967
24年3月期 810 △592 △1,191 942

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 19,850,000 株 24年3月期 19,850,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 380,423 株 24年3月期 380,301 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 19,469,672 株 24年3月期 10,897,294 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 390 △65.9 188 △53.3 313 ― 432 ―
24年3月期 1,144 15.2 403 351.3 △3,342 ― △8,717 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 22.21 ―
24年3月期 △799.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 3,294 △3,610 △109.6 △185.42
24年3月期 3,623 △4,042 △111.6 △207.65

（参考） 自己資本 25年3月期  △3,610百万円 24年3月期  △4,042百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表の監査手続は実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社グループの業績は、外国為替市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示しておりませ
ん。 
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（当期の経営成績）  

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などから国内需要は比較的堅調

に推移し、また、昨年12月に発足した安倍内閣によるいわゆるアベノミクスへの期待感から、景気回復

の足かせとなっていた円高が解消されつつあり、日経平均株価も今年３月には12,000円台に回復するな

ど景気の改善の兆しが見られました。しかし一方で、長期化する欧州債務問題を背景とする世界経済の

景気停滞などの懸念材料は依然解消されておりません。  

また、外国為替市場では、昨年３月末には１ドル＝82円台をつけていたドル円相場が昨年４月以降は

再び80円を割り込み、その後昨年７月後半以降は78円付近の狭いレンジで停滞する状態が続いていまし

たが、政権交代後の景気浮揚策への期待から昨年10月後半以降は円高修正の局面が続き、今年３月には

３年７カ月ぶりに96円をつけました。 

このような環境の中、当連結会計年度の連結営業収益は17億30百万円（前年同期比35.7％減）となり

ましたが、前期から取り組んできたコスト削減策の効果により営業費用が大幅に減少し、連結営業利益

は７億31百万円（前年同期は48億62百万円の損失）、連結経常利益は９億89百万円（前年同期は49億40

百万円の損失）、連結当期純利益は10億13百万円（前年同期は61億86百万円の損失）となりました。 

  

（連結営業収益）  

当連結会計年度の連結営業収益は、昨年10月頃までボラティリティが低い状態が続いたことにより顧

客の取引が減少したことに加え、韓国でのＦＸ取引のレバレッジ規制の強化等の影響から韓国ＦＸ業者

を対象としたBtoB取引が低調となったことなどから、17億30百万円（前年同期比35.7％減）となりまし

た。 

  

（連結営業費用）  

当連結会計年度の連結営業費用は、前期より実施したシステムコストの削減策や大幅な人員削減策の

効果により、電算機費が前年同期比87.3％減、人件費が前年同期比80.6％減と、それぞれ大幅な減少と

なったほか、その他についても全般的に費用が減少いたしました。また、前期には32億56百万円の貸倒

引当金繰入額を計上しておりましたが、当連結会計年度についてはその計上はありません。以上から連

結営業費用全体（金融費用を含む）では９億99百万円となり、前年同期比で86.8％減と大幅に減少いた

しました。 

  

（連結営業利益）  

上記の通り、営業収益は減収となる一方、営業費用の減少額がこれを上回り、当連結会計年度の連結

営業利益は７億31百万円（前年同期は48億62百万円の損失）となりました。  

  

（連結営業外損益）  

当連結会計年度の連結営業外損益は、貸倒引当金を計上済みの立替金債権の回収等に伴う貸倒引当金

戻入額２億46百万円の計上などにより、２億57百万円の利益（前年同期は77百万円の損失）となりまし

た。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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（連結経常利益）  

上記の通り、営業利益、営業外損益とも黒字となったため、当連結会計年度の連結経常利益は９億89

百万円（前年同期は49億40百万円の損失）となりました。  

  

（特別利益・特別損失）  

特別利益として、金融商品取引責任準備金戻入額益25百万円を計上したほか、前期から取り組んでき

た各種契約の解除・見直し等に伴う違約金等の減額交渉の結果、債務減額益17百万円を計上しておりま

す。一方、特別損失として固定資産除却損２百万円等を計上しております。 

  

（連結当期純利益）  

当連結会計年度の連結当期純利益は10億13百万円（前年同期は61億86百万円の損失）となりました。

  

当社グループは、外国為替取引関連事業の営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、セグメントごとの記載はしておりません。  

  

（資産・負債・純資産の状況）  

当連結会計年度末の資産総額は、前期末と比べ15億22百万円減少し219億30百万円となりました。こ

れは主に現金及び預金が５億24百万円、短期差入保証金が４億11百万円、外国為替勘定が８億49百万円

それぞれ減少し、預託金が５億02百万円増加したためであります。  

負債総額は、前期末と比べ25億43百万円減少し251億14百万円となりました。これは主に短期借入金 

が７億円、外国為替受入証拠金が14億89百万円、流動負債その他が２億59百万円、長期未払金が１億81

百万円それぞれ減少し、受入保証金が３億03百万円増加したためであります。  

純資産は、前期末と比べ10億21百万円増加しマイナス31億84百万円となりました。これは主に当期純

利益10億13百万円を計上したことにより利益剰余金が10億20百万円増加したためであります。なお、当

連結会計年度末の自己資本比率はマイナス14.5％となっております。  

  

（キャッシュフローの状況）  

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは２億93百万円（前年同期比63.8％減）、投資

活動によるキャッシュ・フローは５億93百万円（前年同期は△５億92百万円）、財務活動によるキャッ

シュ・フローは△８億66百万円（前年同期は△11億91百万円）となりました。その結果、当連結会計年

度における現金及び現金同等物は、期首より25百万円増加し、９億67百万円となりました。  

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの詳細は以下のとおりであります。  

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー  

営業活動によるキャッシュ・フローは、２億93百万円となりました。主な増加項目は、税金等調整前

当期純利益10億29百万円の計上、短期差入保証金の減少４億11百万円、長期未収債権の減少６億91百万

円、外国為替勘定の減少８億49百万円、受入保証金の増加３億03百万円などであります。一方、主な減

少項目は、貸倒引当金の減少△６億62百万円、顧客分別金信託の増加△２億70百万円、外国為替取引顧

客区分管理信託の増加△２億30百万円及び外国為替受入証拠金の減少△14億89百万円などであります。

（２）財政状態に関する分析
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② 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フローは、担保提供預金の減少５億49百万円、敷金保証金の返戻44百万

円などにより５億93百万円となりました。  

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少及びリース債務の返済などにより△８億66百万

円となりました。  

  

当社は、平成25年３月期末現在において債務超過の状態にありますので、会社法の規定により剰余金

配当を行うことができません。平成25年３月期は黒字転換を図ることができましたが、今後も利益の確

保を図り、債務超過の解消に努めてまいる所存であります。株主の皆様には、深くお詫び申し上げます

とともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  

  

当社グループは、平成23年３月期において、東日本大震災後の日経平均株価の急落により発生した株

価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）に対する貸倒引当金繰入額の計上

等により40億69百万円の連結当期純損失を計上し、また、前連結会計年度においても貸倒引当金の追加

繰入や固定資産減損損失やシステム契約解約損等の特別損失を計上したことなどにより61億86百万円の

連結当期純損失を計上いたしました。こうした状況に対処するため、当社では平成23年12月に株式会社

ＩＳホールディングスを割当先とする12億円の第三者割当増資を実施いたしましたが、前連結会計年度

末において42億05百万円の債務超過の状態となりました。当連結会計年度は10億13百万円の連結当期純

利益を計上したものの、依然として31億84百万円の債務超過となっており、当社グループには、将来に

わたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

しかしながら、当社グループの経営状態については、以下のような要因により改善していく見込みで

あります。  

  

① 黒字転換及び継続的な利益計上  

当社グループでは、前連結会計年度において人員の大幅削減や取引システムの変更などの営業費用の

削減策を推し進めてきたことから、当連結会計年度の連結営業費用（金融費用含む。）は前年同期に比

べて86.8%減と大幅に減少しております。この結果、当連結会計年度には黒字化を達成しており、今後

についても継続して利益を計上できるものと考えております。  

  

② ひまわり証券株式会社の財務の健全性  

連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平成25年

３月末現在の純資産額は30億90百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券株式会

社の平成25年３月末現在の自己資本規制比率は金融商品取引法により第１種金融商品取引業者が維持す

ることを義務付けられている120％を大きく上回っております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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③ 主力取引銀行による支援の継続  

主力取引銀行から受けている融資は短期の借入となっていますが、当社では主力取引銀行に継続的な

支援を要請しており、主力取引銀行からは今後も融資の継続方針を表明していただいております。ま 

た、主力銀行からの支援の一環として、平成24年４月から当該融資の借入金利の引き下げ（変更前：年

利4.000％、変更後：年利1.475%）が実施されております。  

  

④ 資本政策を含む対応等の検討  

当社は当連結会計年度において10億13百万円の連結当期純利益を計上いたしましたが、業績改善だけ

では債務超過の解消までに相当の時間を要するため、資本政策を含む抜本的な対応策についても、親会

社の株式会社ＩＳホールディングスとともに検討を行っております。  

  

しかしながら、債務超過を早期に解消するための対応策に関しては、具体的な決定には至っていない

ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。  
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当社グループは、外国為替証拠金取引のパイオニアとしてのブランド力を活かし、先進的で独自性の

高いサービスを提供することにより、お客様の投資ニーズに的確に応えていくことを基本方針としてお

ります。  

  

当社グループでは、収益の源泉となる顧客口座数・預り資産を経営の 重要指標と捉え、その一層の

拡大に努めております。  

  

当社グループは、平成23年12月に実施した第三者割当増資により親会社となった株式会社ＩＳホール

ディングスのグループ会社の一員として、同社及び同社グループ各社との連携により事業拡大を図って

まいります。  

また、当社グループは、平成24年3月期に実施した大幅な人員削減及び情報システムの変更等のコス

ト削減策により営業費用が従前に比べて大幅に減少し、当連結会計年度において黒字転換を図ることが

できましたが、今後も低コスト経営を維持し、外部環境の変化に対しても耐性の高い経営を目指してま

いります。  

当社グループの主要事業である店頭外国為替証拠金取引及びＣＦＤ取引は、ともに当社グループが日

本で 初にスタートさせた取引ですが、現在では多くの金融商品取引業者が取り扱い、広く投資家に認

知される商品となりました。当社グループでは、これらのパイオニアとしてのブランド力を活かすとと

もに、独自性の高いサービスにより競争力を高め、多くのお客様に支持される企業を目指してまいりま

す。 

  

市場環境、業者間競争、顧客ニーズの変化、新たな規制の導入など、当社グループを取り巻く事業環

境は刻々と変化しております。当社グループでは、こうした環境変化に積極的に対応し、事業基盤を一

層拡大していくため、以下の課題に取り組んでまいります。 

  

①債務超過の解消への取り組み 

当社グループは、当連結会計年度において10億13百万円の連結当期純利益を計上しましたが、依然と

して31億84百万円の連結債務超過となっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況

が存在しております。 

当社グループでは、さらに収益の向上と事業の効率化を図り、今後も継続して黒字を確保することに

より早期に債務超過の状態を解消するべく努めてまいります。 

  

② 継続的な競争力の確保  

当社グループの中核業務である外国為替証拠金取引では、市場の成熟化とレバレッジ規制の導入など

により取引仕様の均質化が進む中、同業他社との差別化を図り、継続的に競争力を確保していくことが

重要であると認識しております。こうした観点から当社グループでは、新サービスの投入や商品性の見

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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直しを図ってまいりましたが、今後も先進的で独自性の高いサービスをスピーディに提供し、他社と

の差別化と競争力の確保に努めてまいります。 

  

③ 立替金債権の回収  

平成23年３月に発生した東日本大震災後の国内株式相場の急落等に伴い発生した株価指数先物・オプ

ション取引における顧客の決済損に対する多額の不足金（立替金）について、その早期の回収が重要な

課題であると認識しております。当社では、弁護士の指導のもと法的措置も活用し債権回収に取り組ん

でおりますが、引き続き早期の債権回収に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,574,156 2,049,316

預託金 16,779,587 17,281,768

短期差入保証金 729,262 317,950

立替金 69,039 34,351

外国為替勘定 2,781,096 1,931,306

その他 208,759 81,636

貸倒引当金 △20,062 －

流動資産合計 23,121,840 21,696,330

固定資産

有形固定資産

建物 119,430 119,430

減価償却累計額 △99,790 △115,916

減損損失累計額 △1,935 △1,935

建物（純額） 17,704 1,577

器具及び備品 485,096 479,160

減価償却累計額 △422,676 △421,212

減損損失累計額 △55,227 △55,227

器具及び備品（純額） 7,192 2,721

リース資産 91,361 91,361

減価償却累計額 △24,238 △24,708

減損損失累計額 △66,260 △66,260

リース資産（純額） 861 391

有形固定資産合計 25,759 4,690

無形固定資産

リース資産 4,157 1,889

その他 4,330 2,161

無形固定資産合計 8,488 4,050

投資その他の資産

投資有価証券 10,309 9,485

長期未収債権 5,908,231 5,438,407

その他 414,692 151,686

貸倒引当金 △6,036,196 △5,374,104

投資その他の資産合計 297,037 225,475

固定資産合計 331,285 234,216

資産合計 23,453,126 21,930,547
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 6,834,123 6,133,212

預り金 9,243 5,347

受入保証金 565,438 869,365

外国為替受入証拠金 18,694,154 17,204,666

受取差金勘定 66 －

リース債務 149,247 65,065

未払法人税等 26,059 23,915

賞与引当金 － 1,981

その他 967,720 708,537

流動負債合計 27,246,053 25,012,091

固定負債

長期借入金 33,332 16,664

長期預り金 － 2,259

長期未払金 212,792 31,178

リース債務 68,276 3,210

繰延税金負債 39 273

退職給付引当金 23,934 －

固定負債合計 338,374 53,584

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 73,862 48,862

商品取引責任準備金 28 29

特別法上の準備金合計 73,890 48,891

負債合計 27,658,318 25,114,567

純資産の部

株主資本

資本金 4,060,000 4,060,000

資本剰余金 1,340,419 1,340,419

利益剰余金 △9,409,055 △8,388,709

自己株式 △194,651 △194,662

株主資本合計 △4,203,287 △3,182,953

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,904 △1,067

その他の包括利益累計額合計 △1,904 △1,067

純資産合計 △4,205,191 △3,184,020

負債純資産合計 23,453,126 21,930,547
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業収益

受入手数料 29,993 4,964

トレーディング損益 2,645,653 1,725,664

金融収益 913 －

その他 13,525 －

営業収益合計 2,690,086 1,730,629

金融費用 305,685 108,771

純営業収益 2,384,401 1,621,857

販売費及び一般管理費

取引関係費 841,643 222,040

人件費 758,691 147,100

不動産関係費 157,655 96,403

事務費 108,392 12,866

電算機費 1,246,745 158,226

減価償却費 259,497 25,679

租税公課 51,446 39,885

貸倒引当金繰入額 3,256,595 －

貸倒損失 118,603 －

その他 447,989 188,159

販売費及び一般管理費合計 7,247,261 890,361

営業利益又は営業損失（△） △4,862,859 731,495

営業外収益

受取利息 8,407 5,944

貸倒引当金戻入額 － 246,402

保険金等収入 3,171 －

その他 4,841 5,590

営業外収益合計 16,419 257,936

営業外費用

株式交付費 72,802 －

休止固定資産関係費用 21,321 －

その他 48 －

営業外費用合計 94,172 －

経常利益又は経常損失（△） △4,940,611 989,432
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

特別利益

金融商品取引責任準備金戻入 － 25,000

投資有価証券売却益 1,233 －

退職給付制度終了益 56,761 －

退職給付引当金戻入額 19,146 －

債務減額益 － 17,878

特別利益合計 77,141 42,878

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 20 －

商品取引責任準備金繰入額 13 0

固定資産除却損 － 2,663

投資有価証券売却損 29,767 57

減損損失 506,498 －

退職特別加算金 190,806 －

システム契約解約損 548,211 －

その他 52,879 －

特別損失合計 1,328,197 2,721

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△6,191,667 1,029,589

法人税、住民税及び事業税 3,267 15,749

法人税等調整額 △8,297 －

法人税等合計 △5,029 15,749

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△6,186,638 1,013,839

当期純利益又は当期純損失（△） △6,186,638 1,013,839
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連結包括利益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

△6,186,638 1,013,839

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,996 836

その他の包括利益合計 9,996 836

包括利益 △6,176,641 1,014,676

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △6,176,641 1,014,676

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,460,000 4,060,000

当期変動額

新株の発行 600,000 －

当期変動額合計 600,000 －

当期末残高 4,060,000 4,060,000

資本剰余金

当期首残高 740,419 1,340,419

当期変動額

新株の発行 600,000 －

当期変動額合計 600,000 －

当期末残高 1,340,419 1,340,419

利益剰余金

当期首残高 △3,222,417 △9,409,055

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △6,186,638 1,013,839

合併による増加 － 6,505

当期変動額合計 △6,186,638 1,020,345

当期末残高 △9,409,055 △8,388,709

自己株式

当期首残高 △194,651 △194,651

当期変動額

自己株式の取得 － △11

当期変動額合計 － △11

当期末残高 △194,651 △194,662

株主資本合計

当期首残高 783,350 △4,203,287

当期変動額

新株の発行 1,200,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） △6,186,638 1,013,839

自己株式の取得 － △11

合併による増加 － 6,505

当期変動額合計 △4,986,638 1,020,334

当期末残高 △4,203,287 △3,182,953
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △11,900 △1,904

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

9,996 836

当期変動額合計 9,996 836

当期末残高 △1,904 △1,067

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △11,900 △1,904

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

9,996 836

当期変動額合計 9,996 836

当期末残高 △1,904 △1,067

純資産合計

当期首残高 771,449 △4,205,191

当期変動額

新株の発行 1,200,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） △6,186,638 1,013,839

自己株式の取得 － △11

合併による増加 － 6,505

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,996 836

当期変動額合計 △4,976,641 1,021,171

当期末残高 △4,205,191 △3,184,020
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△6,191,667 1,029,589

減価償却費 276,554 25,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,131,886 △662,092

賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,981

退職給付引当金の増減額（△は減少） △461,365 △23,934

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 20 △25,000

受取利息及び受取配当金 △8,551 △6,194

支払利息 305,560 108,771

為替差損益（△は益） 4,854 △2,200

株式交付費 72,802 －

固定資産除却損 43,176 2,663

減損損失 506,498 －

投資有価証券売却損益（△は益） 28,533 57

投資有価証券評価損益（△は益） 2,527 －

退職特別加算金 190,806 －

預託金の増減額（△は増加） △10,861 △1,977

短期差入保証金の増減額（△は増加） 434,682 411,312

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 2,548,588 △270,000

外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は
増加）

1,851,515 △230,203

立替金の増減額（△は増加） 2,446,574 34,687

長期未収債権の増減額（△は増加） △556,270 691,198

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） △2,205,796 △1,489,487

外国為替勘定の増減額（△は増加） △107,269 849,790

受入保証金の増減額（△は減少） △1,378,819 303,926

預り金の増減額（△は減少） △607,076 △6,588

支払差金勘定の増減額（△は増加） 8,322 －

その他 859,387 △269,618

小計 1,184,616 472,363

利息及び配当金の受取額 5,295 6,211

利息の支払額 △299,829 △101,058

法人税等の支払額 △6,579 △3,198

法人税等の還付額 79 21

退職特別加算金の支払額 △72,975 △81,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 810,607 293,113
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

担保提供預金の増減額（△は増加） △653,512 549,904

有形固定資産の取得による支出 △2,487 －

無形固定資産の取得による支出 △25,616 △2,083

長期前払費用の取得による支出 △9,800 －

投資有価証券の売却による収入 41,536 320

貸付けによる支出 △4,500 －

貸付金の回収による収入 12,779 5

敷金及び保証金の回収による収入 － 44,457

その他 48,863 1,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △592,737 593,657

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） △2,161,893 △700,911

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 － △16,668

株式の発行による収入 1,132,519 －

リース債務の返済による支出 △205,907 △149,247

その他 △6,211 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,191,492 △866,855

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,854 2,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △978,476 22,115

現金及び現金同等物の期首残高 1,921,363 942,886

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額

－ 2,947

現金及び現金同等物の期末残高 942,886 967,949
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当社グループは、平成23年３月期において、東日本大震災後の日経平均株価の急落により発生した株

価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）に対する貸倒引当金繰入額の計上

等により40億69百万円の連結当期純損失を計上し、また、前連結会計年度においても貸倒引当金の追加

繰入や固定資産減損損失やシステム契約解約損等の特別損失を計上したことなどにより61億86百万円の

連結当期純損失を計上いたしました。こうした状況に対処するため、当社では平成23年12月に株式会社

ＩＳホールディングスを割当先とする12億円の第三者割当増資を実施いたしましたが、前連結会計年度

末において42億05百万円の債務超過の状態となりました。当連結会計年度は10億13百万円の連結当期純

利益を計上したものの、依然として31億84百万円の債務超過となっており、当社グループには、将来に

わたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

しかしながら、当社グループの経営状態については、以下のような要因により改善していく見込みで

あります。  

  

① 黒字転換及び継続的な利益計上  

当社グループでは、前連結会計年度において人員の大幅削減や取引システムの変更などの営業費用の

削減策を推し進めてきたことから、当連結会計年度の連結営業費用（金融費用含む。）は前年同期に比

べて86.8%減と大幅に減少しております。この結果、当連結会計年度には黒字化を達成しており、今後

についても継続して利益を計上できるものと考えております。  

  

② ひまわり証券株式会社の財務の健全性  

連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平成25年

３月末現在の純資産額は30億90百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券株式会

社の平成25年３月末現在の自己資本規制比率は金融商品取引法により第１種金融商品取引業者が維持す

ることを義務付けられている120％を大きく上回っております。 

  

③ 主力取引銀行による支援の継続  

主力取引銀行から受けている融資は短期の借入となっていますが、当社では主力取引銀行に継続的な

支援を要請しており、主力取引銀行からは今後も融資の継続方針を表明していただいております。ま 

た、主力銀行からの支援の一環として、平成24年４月から当該融資の借入金利の引き下げ（変更前：年

利4.000％、変更後：年利1.475%）が実施されております。  

  

④ 資本政策を含む対応等の検討  

当社は当連結会計年度において10億13百万円の連結当期純利益を計上いたしましたが、業績改善だけ

では債務超過の解消までに相当の時間を要するため、資本政策を含む抜本的な対応策についても、親会

社の株式会社ＩＳホールディングスとともに検討を行っております。  

  

しかしながら、債務超過を早期に解消するための対応策に関しては、具体的な決定には至っていない

ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

（５）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)
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の影響を連結財務諸表に反映しておりません。  

  

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。なお、この変更による当連結会計年

度の損益への影響はありません。 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。  

当社グループは、金融商品取引法に基づき、外国為替取引及び有価証券取引を中心として、顧客に対

して総合的な資産運用サービスを提供しております。  

従いまして、当社グループは事業運営会社を基礎とした金融サービス別セグメントから構成されてお

り、「外国為替取引関連事業」及び「有価証券関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「外国為替取引関連事業」は、店頭外国為替証拠金取引を中心とした外国為替業務を行っておりま 

す。「有価証券関連事業」はＣＦＤ取引を中心とした証券取引業務等を行っております。  

  

２ 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。  

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は

市場実勢価格に基づいております。  

  

３ 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報、報告

セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

外国為替取引関連事業の営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載しておりま

せん。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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 １．製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報を記載していないため、記載を省略しております。 

 ２．地域ごとの情報 

  （1）売上高（営業収益） 

   本邦以外の外部顧客への売上高（営業収益）がないため、該当事項はありません。 

  （2）有形固定資産 

    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 ３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高（営業収益）のうち、連結損益計算書の売上高（営業収益）の10％以上を占

める相手先がないため記載はありません。 

  

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)  

 セグメント情報を記載していないため、記載を省略しております。 

  

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)  

 該当事項はありません。 

  

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)  

 該当事項はありません。 

  

（開示の省略）  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書関係、連結株主資本等変動計算書、連結キャ

ッシュ・フロー計算書、リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、税効果会計、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産、関連当事者情報に関する注記

事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたしま

す。  

  

(関連情報)
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（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

 
  

 該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日)

 

 

１株当たり純資産額 △215円99銭

１株当たり当期純損失 △567円72銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり純資産額 △163円54銭

１株当たり当期純利益 52円07銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

項目
前連結会計年度末

(平成24年３月31日)

当連結会計年度末

(平成25年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） △4,205,191 △3,184,020

普通株式に係る純資産額（千円） △4,205,191 △3,184,020

普通株式の発行済株式数（株） 19,850,000 19,850,000

普通株式の自己株式数（株） 380,301 380,423

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） 19,469,699 19,469,577

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △6,186,638 1,013,839

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △6,186,638 1,013,839

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 10,897,294 19,469,672

(重要な後発事象)

ひまわりホールディングス㈱（8738）平成25年３月期決算短信

- 21 -




