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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第10期

第１四半期累計期間
第11期

第１四半期累計期間
第10期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

営業収益 (千円) 674,106 916,468 2,488,596

経常利益又は経常損失（△） (千円) △116,648 215,101 △700,047

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失（△）

(千円) △105,918 152,420 △1,017,128

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,364,875 1,364,875 1,364,875

発行済株式総数 (株) 8,300,000 8,300,000 8,300,000

純資産額 (千円) 4,681,996 3,923,207 3,770,787

総資産額 (千円) 21,017,110 20,952,944 21,342,915

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期(当期)純損失金額（△）

(円) △13.08 18.82 △125.57

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.3 18.7 17.7

(注) １．営業収益には、消費税等は含まれていません。

２．当社は、関連会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益については記載していません。

３．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、第10期第１四半期累計期間および第10期は、１株当た

り四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在していないため記載していません。第11期第１四半期累

計期間は、潜在株式が存在していないため記載していません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社の事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要

な変更があった事項は、次のとおりです。

なお、本項目における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものです。

また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第

２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。

　

(1)　当社の事業環境に係るリスクについて

④ 法令改正や監督官庁の政策動向・規制が当社に与えるリスクについて

　本年７月３日、「金融商品取引業者等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な

監督指針」の改正により、通貨関連店頭バイナリーオプションを含む特定店頭オプション取引につい

て、新たな規制が設けられました。この改正により、短時間のＨＩＧＨ／ＬＯＷを予測するような商品は

禁止となる等、商品性に関するルールが規定されています。改正の施行日は８月１日ですが、当社同様８

月１日以前にバイナリーオプションの取扱を開始した業者については、経過措置により、12月１日以降

は既存商品の取扱ができなくなります。

　当社は、本規制に対応すべく、商品構成の変更の検討等を進めていますが、商品性の変更によるお客様

の取引動向の変化や同業他社の対応状況によっては、お客様の離散等により当社の競争力に影響を与え

る虞があり、当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、締結または解約した重要な契約等は以下のとおりです。

当第１四半期会計期間に締結した重要な契約

カバー取引業務関連契約
相手方の名称 国名および所在地 契約品目 契約内容 契約期間

ＧＭＯクリック証
券㈱

日本
東京都渋谷区 外国為替取引

・ISDA基本契約書
（注）

・外国為替証拠金取
引契約

・平成25年６月３日
期限なし

(注)　ISDA基本契約書は、世界の多くの金融機関が加盟するInternational Swaps and derivatives Association,Inc

（国際スワップ・デリバティブ協会）が作成したデリバティブ契約の基本契約書であり、相対でデリバティブ取

引を行う際に世界的に「市場標準」として利用されているものです。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものです。

(1) 経営成績の分析

　当第１四半期は、アベノミクス効果による景気浮揚期待感が膨らみつつあるなか始まりました。４月４

日の日銀金融政策決定会合で、金融市場調節の操作目標を「無担保コール翌日物レート」から「マネタ

リーベース」に変更し、資産の保有額を２年で２倍に拡大するなど、市場の予想を上回る大胆な「量的緩

和策」が発表されたことで、日経平均株価は翌５日には2008年８月以来となる１万３千円台を回復しま

した。外国為替相場においても、92円台後半で取引されていたドル／円も一気に97円台まで上昇、翌週に

は99円台を付けました。
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　その後、中国の経済指標の悪化等を受けてリスク回避の動きが強まり、相場は反転しドル／円は一時95

円台に下落、NYダウも今年最大の下落幅を記録しました。しかしながら、５月には米国雇用統計が市場予

想を上回る結果になったこともあり、NYダウが１万５千ドルを突破、日経平均株価も１万４千円台へと上

昇し、ドル／円は５月９日に2009年４月以来となる100円台を回復しました。

　５月中旬以降もドル／円、日経平均株価はじりじりと上昇を続けたものの、市場の過熱感の高まりから

５月下旬には中国経済指標の悪化を原因に日経平均株価が１日で１千円超の下落となり、ドル／円も調

整局面に入りました。６月に入るとドル／円は100円台を割り込み、６月13日には５月に付けた高値から

円高に進み93円台まで下落し、日経平均株価も１万２千円台となりました。アベノミクスに対する期待感

の高まりと材料出尽くしの動きに翻弄された激しい相場となったものの、その後はやや安定した動きが

続きました。

　このような環境のもと、当社は「まじめにＦＸ。」を標榜し、お客様に近い存在であることを前面に押し

出す施策に注力しました。末永く当社とお取引いただけるよう、初心者のお客様向けに為替相場のリスク

や資金管理について説明する会場セミナーを４月より毎月実施し、また、より多くのお客様にご参加いた

だけるように、昨年度より始めた地方セミナーも４月には沖縄、６月には広島で開催し、多くのお客様に

お越しいただくこととなりました。更に認知度向上のために各種媒体への広告出稿を増加させたことで、

セミナーとの相乗効果により各種メディアで取り上げられる機会にも恵まれました。

　

　以上の結果、当第１四半期会計期間末の外国為替保証金取引の口座数は、137,385口座（前事業年度末比

2.7％増）、外国為替保証金取引預り保証金は14,561百万円（同0.7％増）となりました。価格競争力を高

めたスプレッドの提供などお客様の取引利便性の向上を図った結果、当第１四半期累計期間の外国為替

取引高は前年同期比315.0％増の228,751百万通貨単位と大幅に伸張しました。また、営業収益は916百万

円（前年同期は674百万円）、営業利益は216百万円（同116百万円の営業損失）、経常利益は215百万円

（同116百万円の経常損失）、そして四半期純利益は152百万円（同105百万円の四半期純損失）と、取引

高増加による営業収益の拡大と前期から継続して取り組んでいるコスト削減の効果もあり、2011年度第

２四半期以来７四半期ぶりに四半期ベースで黒字となりました。

　
(2) 財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比389百万円減の20,952百万円となりました。これ

は、主として外国為替取引未収入金の増加511百万円、外国為替保証金取引評価勘定の増加149百万円等の

一方で、現金及び預金の減少517百万円、顧客区分管理信託の減少189百万円、外国為替取引差入担保金の

減少103百万円等により流動資産が176百万円減少したこと、およびソフトウエア等の減価償却、減損並び

に敷金の返還等により固定資産が213百万円減少したことによるものです。

　負債は、前事業年度末比542百万円減の17,029百万円となりました。これは、主として外国為替保証金取

引預り保証金の増加104百万円等の一方で、外国為替取引預り担保金の減少521百万円、未払金の減少70百

万円等によるものです。

　純資産は、四半期純利益により利益剰余金が前事業年度末比152百万円増加した結果、3,923百万円とな

りました。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　外国為替相場においては、 昨年度後半からのアベノミクス効果もあり値動きの大きい相場が続いてい

ますが、FX事業者間のスプレッド縮小競争等から、業界を取り巻く環境は、依然として厳しい状況が継続

しています。
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　このような経営環境の中、当社は、より競争力のある価格を提供するとともに、豊富な情報やコンテンツ

の提供、会場セミナーの開催等を通じて、お客様口座の獲得ならびに取引高の増加に努めてきた結果、当

第１四半期においては、取引高は前年同四半期比315.0％増、営業収益は同36.0％増と大幅に伸長すると

ともに、利益面においても黒字に転換するなど、昨年来の施策が成果を収めつつあります。

　今後も、既存サービスの更なる拡充や新サービスの提供等、収益力の更なる強化を図るとともに、引き続

き営業経費の削減に努め、安定的に利益を確保出来るよう事業構造の再構築を確実に進めていきます。

　
(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　
(5) 従業員数

　当第１四半期累計期間において、著しい変動はありません。
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(6) 業務の状況

　① 営業収益

営業収益の推移は次のとおりです。

(単位：千円)

区分
前第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

前年同期比
（％）

営業収益 　 　 　

　・外国為替取引事業収益 　 　 　

　　　外国為替取引損益 659,088 708,102 +7.4

      手数料収入 3,549 36,855 +938.4

　　　その他のデリバティブ取引損益 577 157,171+27,125.2

　　　その他(受取利息) 2,794 4,503 +61.2

　・外国為替取引関連サービス事業収益 　 　 　

　　　その他(システム貸与料等) 8,097 9,836 +21.5

合計 674,106 916,468 +36.0

　 (注)　上記の金額には消費税等は含まれていません。

　

　② 外国為替取引における通貨別取引高

通貨別取引高の推移は次のとおりです。

区分
前第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

前年同期比
（％）

米ドル/円(単位：万米ドル) 1,383,853 15,083,662 +990.0

ユーロ/円(単位：万ユーロ) 1,723,589 3,908,741 +126.8

ポンド/円(単位：万ポンド) 382,194 752,386 +96.9

豪ドル/円(単位：万豪ドル) 1,309,771 1,928,552 +47.2

NZドル/円(単位：万NZドル) 170,017 342,581 +101.5

加ドル/円(単位：万加ドル) 41,809 53,982 +29.1

スイスフラン/円(単位：万フラン) 17,847 31,088 +74.2

シンガポールドル/円(単位：万SGドル) 2,759 3,203 +16.1

香港ドル/円(単位：万香港ドル) 1,099 2,667 +142.5

南アランド/円(単位：万ランド) 29,516 62,563 +112.0

ユーロ/米ドル(単位：万ユーロ) 311,874 526,360 +68.8

ポンド/米ドル(単位：万ポンド) 42,819 52,578 +22.8

豪ドル/米ドル(単位：万豪ドル) 82,847 117,857 +42.3

ユーロ/ポンド(単位：万ユーロ) 12,481 8,953 △28.3

　(注)　通貨別取引高には外国為替取引システムのASP提供先および「大証ＦⅩ」の取引を含んでいます。
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　③ 自己資本規制比率

　　自己資本規制比率の推移は次のとおりです。

(単位:千円)

区分
前事業年度

(平成25年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

基本的項目 　 (Ａ) 3,770,787 3,923,207

補完的項目 　 (Ｂ) 409 411

　 その他有価証券評価差額金(評価益)等 　 ― ―

　 金融商品取引責任準備金 　 409 411

　 一般貸倒引当金 　 ― ―

　 長期劣後債務 　 ― ―

　 短期劣後債務 　 ― ―

控除資産 (Ｃ) 1,076,930 869,146

固定化されていない自己資本(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) (Ｄ) 2,694,266 3,054,471

リスク相当額　　　　　　　(Ｆ)＋(Ｇ)＋(Ｈ) (Ｅ) 688,713 696,636

　 市場リスク相当額 (Ｆ) 3,555 4,451

　 取引先リスク相当額 (Ｇ) 949 14,974

　 基礎的リスク相当額 (Ｈ) 684,208 677,209

自己資本規制比率　　　　　(Ｄ)／(Ｅ)×100 　 391.2％ 438.4％

　
　
　④ 外国為替保証金取引における口座数および預り保証金残高

口座数および預り保証金残高の推移は次のとおりです。

区分
前事業年度

(平成25年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

前事業年度比
(％)

総口座数 133,710 137,385 +2.7

　(内稼動口座数) (34,958) (34,821) (△0.4)

預り保証金(千円) 14,457,408 14,561,555 +0.7

 (注)　総口座数にはASP提供先の口座数は含まれていません。
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(7) 主要な設備

  ①主要な設備の状況

当第１四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。

　

　②設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は次のとおりです。また、新

たに確定した重要な設備の除却はありません。

事業所名　　
　　　　　(所在
地)

事業区分 設備の内容
投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月総額

(千円)
既支払額
(千円)

本社
(東京都
渋谷区)

外国為替
取引事業

外国為替取引システム
開発

37,150 ― 自己資金
平成25年
６月

平成25年
９月

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれていません。

　

(8) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社が取り扱う外国為替保証金取引は、一般的には、外国為替相場の変動率が高ければ高いほど、お客様

の取引量が増加する傾向にあり、当社収益も増加する傾向にあります。逆に変動率が低い場合は、お客様

の取引量が減少する傾向にあり、当社の収益に影響を及ぼす可能性があります。

　昨年からのアベノミクスによる影響により為替相場の変動率が高まっており、個人投資家の投資マイン

ドも活性化している状況が続いています。このような環境下、当社は「まじめにＦＸ。」を標榜して、スプ

レッドだけでなく、豊富なツールの提供による取引のしやすさ、また情報提供力の強さを前面に出すこと

で同業他社との差別化を打ち出しています。また、お客様の金融リテラシーの向上を図ることで、長きに

わたって当社で取引していただき、取引量の増加、収益力を強化していきます。

　
(9) 経営者の問題認識と今後の方針について

　当社経営陣は、現在の事業環境および入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めてい

ます。

　昨今の業界環境は、アベノミクス効果による景気浮揚期待感等から市況の活性化がみられる一方で、FX

事業者間のスプレッド競争の激化は依然として継続しており、各社の収益力は低下している状況です。

　当社は、取引高において上位事業者に追いつき追い抜くことを当面の目標とし、スプレッド縮小により

課題であった定量面での競争力の強化を図りました。その結果、取引高が前年同期の４倍超と大幅に増加

しました。引き続き、定性面での差別化として、本来の「プライムらしさ」すなわち、①為替のプロである

こと、②お客様に近い存在であること、③企業倫理を重んじること、を前面に打ち出していくことで個性

を主張し、お客様に選ばれる企業を目指します。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,300,000 8,300,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は100株です。

計 8,300,000 8,300,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年６月30日 ― 8,300,000 ― 1,364,875 ― 1,164,875

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 　200,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,099,600 80,996 ―

単元未満株式 普通株式       400 ― ―

発行済株式総数 8,300,000 ― ―

総株主の議決権 ― 80,996 ―

(注)　１　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年３月31日)に基づく株主名簿によ

る記載をしています。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式90株を含んでいます。

　

② 【自己株式等】

平成25年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
(株）

所有株式数
の合計(株）

発行済株式総数
に対する所有株式
数の割合（％）

（自己保有株式）
ＦＸプライム（株）

東京都渋谷区桜丘町20-1 200,000 ― 200,000 2.40

計 ― 200,000 ― 200,000 2.40

(注)　１　「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点以下２位未満を切り捨てて表示していま

す。

２　上記200,000株のほか、単元未満株式90株を有しています。

　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 小川　裕之 平成25年６月30日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しています。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成25年４月１日から

平成25年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社を有していないため、四半期連結財務諸表を作成していません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,716,218 4,198,487

顧客区分管理信託 ※1
 14,910,080

※1
 14,720,822

売掛金 1,207 1,034

前払費用 27,977 35,645

繰延税金資産 262 262

外国為替保証金取引未収入金 ※1
 753

※1
 761

外国為替取引未収入金 92,832 603,931

外国為替保証金取引評価勘定 ※1
 275,945

※1
 425,540

外国為替取引評価勘定 26,363 －

外国為替取引差入担保金 219,828 116,072

その他 25,491 17,885

流動資産合計 20,296,962 20,120,442

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 21,246 20,809

工具、器具及び備品（純額） 8,049 7,774

リース資産（純額） 301,813 278,526

有形固定資産合計 331,109 307,110

無形固定資産

意匠権 512 456

ソフトウエア 614,232 515,464

その他 369 369

無形固定資産合計 615,113 516,290

投資その他の資産

長期前払費用 4,915 4,101

敷金及び保証金 94,814 5,000

投資その他の資産合計 99,729 9,101

固定資産合計 1,045,952 832,501

資産合計 21,342,915 20,952,944
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

外国為替保証金取引未払金 ※1
 276,037

※1
 271,118

外国為替取引未払金 268,972 262,240

未払金 227,111 156,216

未払費用 3,417 8,966

リース債務 97,449 96,901

未払法人税等 2,947 14,770

外国為替保証金取引預り保証金 ※1
 14,457,408

※1
 14,561,555

外国為替取引預り担保金 1,911,036 1,389,533

預り金 8,126 5,160

外国為替取引評価勘定 － 39,724

資産除去債務 13,430 －

設備関係未払金 56,048 10,896

その他 15,423 1,764

流動負債合計 17,337,410 16,818,848

固定負債

リース債務 227,135 203,295

繰延税金負債 262 262

資産除去債務 6,909 6,920

固定負債合計 234,307 210,477

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 409 411

特別法上の準備金合計 409 411

負債合計 17,572,127 17,029,737

純資産の部

株主資本

資本金 1,364,875 1,364,875

資本剰余金

資本準備金 1,164,875 1,164,875

資本剰余金合計 1,164,875 1,164,875

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,307,462 1,459,882

利益剰余金合計 1,307,462 1,459,882

自己株式 △66,424 △66,424

株主資本合計 3,770,787 3,923,207

純資産合計 3,770,787 3,923,207

負債純資産合計 21,342,915 20,952,944
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

営業収益

外国為替取引損益 659,088 708,102

手数料収入 3,549 36,855

その他のデリバティブ取引損益 577 157,171

その他 10,891 14,340

営業収益合計 674,106 916,468

営業費用

販売費及び一般管理費

役員報酬 17,310 12,750

給料手当及び福利費 97,391 70,304

賞与引当金繰入額 684 －

退職給付費用 7,016 1,437

広告宣伝費 47,504 83,064

調査費 14,573 11,426

システム経費 226,954 117,101

支払手数料 162,638 244,705

業務委託費 35,573 26,925

租税公課 20,402 18,111

減価償却費 123,292 92,943

賃借料 19,842 11,475

その他 17,635 9,832

販売費及び一般管理費合計 790,820 700,078

営業利益又は営業損失（△） △116,713 216,390

営業外収益

受取利息 347 0

助成金収入 107 －

未払配当金除斥益 915 192

その他 4 4

営業外収益合計 1,375 197

営業外費用

支払利息 1,309 1,486

営業外費用合計 1,309 1,486

経常利益又は経常損失（△） △116,648 215,101

特別損失

減損損失 － 44,805

固定資産除却損 － 0

事業構造改善費用 － 5,525

金融商品取引責任準備金繰入れ 34 1

業務委託契約解約違約金 48,510 －

特別損失合計 48,544 50,332

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △165,192 164,769

法人税、住民税及び事業税 572 12,349

法人税等調整額 △59,846 －

法人税等合計 △59,273 12,349

四半期純利益又は四半期純損失（△） △105,918 152,420

EDINET提出書類

ＦＸプライム株式会社(E21602)

四半期報告書

14/22



【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

会計上の見積りの変更　

　当第１四半期会計期間において、業務効率化並びに一部サービス終了に伴い、転用不能な資産の耐用

年数を短縮し、将来にわたり変更しています。　

　これにより、従来方式によった場合と比較して、当第１四半期累計期間の減価償却費が7,239千円増加

し、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益がそれぞれ7,239千円減少しています。

　

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。
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(四半期貸借対照表関係)

※１　顧客区分管理信託

お客様からの「外国為替保証金取引預り保証金」は、金融商品取引法第43条の３に基づき、当社の

自己資産と区分して管理するため、信託銀行との契約により「顧客区分管理信託」として信託保全

しています。

なお、信託の保全額は、お客様からの「預り保証金」に日々発生するスワップポイント（金利相当

額）の受払い額、お客様のポジション持ち値を日々時価評価した差額および取引手数料の未収額を

加減した純資産額をもって、取引日の２営業日後に信託に繰入れることとしています。

したがって、期末日現在の「顧客区分管理信託残高」は２営業日前の「差引純資産額」に対応す

るものです。また、期末日現在の「差引純資産額」を信託に繰入れるのは２営業日後となります。そ

のため、信託への繰入れまでに当社に不測の事態が発生しても、お客様からの「預り保証金」ができ

る限り保全されるよう、過去の経験値から当社の余裕資金の一部を加算して区分管理信託を行なっ

ています。

また、取引所取引に係る保証金は、取引所に預託されているため、当社の区分管理信託の対象外と

なりますが、お客様の「預り保証金」が取引所に預託されるまでに２営業日を要するため、その２営

業日分を当社の区分管理信託に含めて保全しています。（取引所取引に係る保証金と比較して取引

所に預託されている金額が上回る場合には、取引所未預託額を「－」で表示しています。）

なお、下記の「外国為替保証金取引預り保証金」と貸借対照表における「外国為替保証金取引預

り保証金」の差額は、取引所取引に係る保証金です。

　
　

　
前事業年度

(平成25年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

外国為替保証金取引預り保証金 14,259,044千円 14,546,179千円

外国為替保証金取引未払金
(スワップポイント)

276,037千円 271,118千円

外国為替保証金取引評価勘定
(流動資産)

△275,945千円 △425,540千円

外国為替保証金取引未収入金
(取引手数料・スワップポイント)

△753千円 △761千円

差引純資産額(期末日現在) 14,258,382千円 14,390,996千円

取引所未預託額(２営業日分) ―千円 ―千円

顧客区分管理信託要保全額
(期末日現在)

14,258,382千円 14,390,996千円

顧客区分管理信託残高(同上) 14,910,080千円 14,720,822千円

　

<参考>

　 (平成25年３月28日現在) (平成25年６月27日現在)

顧客区分管理信託要保全額 14,231,271千円 14,314,357千円

　 (平成25年４月２日現在) (平成25年７月２日現在)

顧客区分管理信託残高 14,920,822千円 14,920,822千円
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(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自　

平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)
　 該当事項はありません。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半

期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

 

　
前第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費 123,292千円 92,943千円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。
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(金融商品関係)

前事業年度末(平成25年３月31日)

(単位：千円)

科目
貸借対照表
計上額

時価 差額
時価の
算定方法

外国為替取引未収入金 92,832 92,832 ― （注）１

デリバティブ取引 　 　 　 （注）２

ヘッジ会計が適用されていないもの 　 　 　 　

外国為替取引 302,309 302,309 ― 　

(※)　デリバティブ取引は、債権・債務を相殺して表示しています。
　

(注)　１ 外国為替取引未収入金の時価の算定方法

外国為替取引未収入金は全て短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。

２ デリバティブ取引に関する事項

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

　

当第１四半期会計期間末(平成25年６月30日)

事業の運営において、重要なもの、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは次

のとおりです。

(単位：千円)

科目
四半期貸借対照表

計上額
時価 差額

時価の
算定方法

外国為替取引未収入金 603,931 603,931 ― （注）１

デリバティブ取引 　 　 　 （注）２

ヘッジ会計が適用されていないもの 　 　 　 　

外国為替取引 385,815 385,815 ― 　

(※)　デリバティブ取引は、債権・債務を相殺して表示しています。
　

(注)　１ 外国為替取引未収入金の時価の算定方法

外国為替取引未収入金は全て短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。

２ デリバティブ取引に関する事項

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

　

(有価証券関係)

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度末(平成25年３月31日)

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
(単位：千円)

区分 デリバティブ取引の種類 契約額等
契約額等の
うち１年超

時価 評価損益

市場取引以外の取引

外国為替取引 　 　 　 　

外国為替保証金取引および外国
為替保証金取引会社との取引

　 　 　 　

　売建 82,655,693― △61,655△61,655

　買建 17,432,868― 337,601337,601

カウンターパーティとの取引 　 　 　 　

　売建 772,339 ― △859 △859

　買建 66,075,384― 27,223 27,223

外国為替取引計 ― ― 302,309302,309

(注) 時価の算定方法

外国為替取引

外貨契約額を事業年度末の直物為替相場で評価した金額から、円貨契約額を差し引いた金額により算定して

います。

　
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

　
当第１四半期会計期間末(平成25年６月30日) 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
(単位：千円)

区分 デリバティブ取引の種類 契約額等
契約額等の
うち１年超

時価 評価損益

市場取引以外の取引

外国為替取引 　 　 　 　

外国為替保証金取引および外国
為替保証金取引会社との取引

　 　 　 　

売建 65,895,685― 161,474161,474

買建 21,637,872― 264,065264,065

カウンターパーティとの取引 　 　 　 　

売建 6,156,535 ― △2,119 △2,119

買建 50,068,696― △37,604△37,604

外国為替取引計 ― ― 385,815385,815

(注) 時価の算定方法

外国為替取引

外貨契約額を当第１四半期会計期間末の直物為替相場で評価した金額から、円貨契約額を差し引いた金額に

より算定しています。

　
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。
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(持分法損益等)

関連会社に関する事項

当社は、関連会社がないため記載していません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)及び当第１四半期累計期間

(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)
　 当社は単一セグメントであるため、セグメント情報については記載していません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は次のとおりです。

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

　１株当たり四半期純利益金額
　又は１株当たり四半期純損失金額(△)

△13円08銭 18円82銭

  (算定上の基礎) 　 　

  四半期純利益金額
　又は四半期純損失金額(△)(千円)

△105,918 152,420

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

  普通株式に係る四半期純利益金額
　又は四半期純損失金額(△)(千円)

△105,918 152,420

  普通株式の期中平均株式数(株) 8,099,910 8,099,910

　(注)　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、前第１四半期累計期間は、１株当たり四半期純損失で

あり、また、潜在株式が存在していないため記載していません。当第１四半期累計期間は、潜在株式が存在してい

ないため記載していません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成25年８月７日

ＦＸプライム株式会社

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    松　野　雄　一　郎  印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    岡　田　　　雅　史  印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＦＸ
プライム株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第11期事業年度の第１四半期会計期間
(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年６
月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
　

四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ＦＸプライム株式会社の平成25年６月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が
すべての重要な点において認められなかった。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しています。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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