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１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 769 (△26.2) 736 (△28.4) △164 (―) △172 (―)

19年３月期第１四半期 1,043 ― 1,028 ― 154 ― 155 ―

19年３月期 3,514 ― 3,424 ― 327 ― 330 ―

四半期（当期）
純利益

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △247 (―) △3,879 24 ― ―

19年３月期第１四半期 67 ― 1,065 97 1,031 95

19年３月期 149 ― 2,338 92 2,279 1

（注）平成18年３月期第３四半期会計期間が、四半期財務諸表作成の初年度であるため、平成19年３月期第１四半期の対

前年同四半期増減率は省略しております。

(2）財政状態  

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

20年３月期第１四半期 33,817 13,107 38.8 204,675 15

19年３月期第１四半期 31,575 13,577 43.0 213,073 51

19年３月期 29,181 13,656 46.8 214,318 5

(3）キャッシュ・フローの状況  

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

20年３月期第１四半期 388 △185 693 3,209

19年３月期第１四半期 △983 △40 △382 3,368

19年３月期 △1,872 △213 △377 2,312

２．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

　当社は、市場環境の変動に大きな影響を受ける状況にあり、業績予想を適正に行うことが困難であります。このよ

うな状況において業績予想を開示することは、投資家等に誤認を与えるおそれがあるため、四半期業績の開示を適時

に行ってまいります。
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３．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（その他特記事項） 

　当社は平成19年４月１日付でＫＯＢＥ証券より会社名を変更いたしました。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期のわが国経済は、緩やかな拡大基調が継続しました。企業収益や海外需要の拡大を受けて設備投資が増

加するとともに、減速気味だった個人消費が持ち直しの動きをみせたためです。

　こうした中、東京株式市場は、２月に起こった上海発の世界同時株安からの戻りを試す展開となりました。海外市場

に対する出遅れ感や好調な企業業績、さらには円安の進行などが相場の上昇を牽引しました。ただわが国では、M&Aに対

してネガティブな反応が示されるケースが多いことから、相次ぐ大型のM&Aを背景に史上最高値を更新したニューヨー

ク・ダウに比べると、相場回復のペースは緩やかなものとなりました。

　他方、債券市場は、米長期金利の上昇や日銀の早期追加利上げに対する思惑などを受けて大きく売られる展開となり、

10年国債利回りは一時２％近くまで上昇しました。米国経済が予想以上に底堅く推移し、市場に広がっていた年内利下

げ観測が大きく後退したことに加えて、投資家のドル離れに対する懸念などが米債券相場の下落につながりました。

　このような状況の下、当社は新経営陣のもと収益の多様化を図るとともに、預かり資産の拡大に努めておりますが、

当第１四半期の営業収益は７億69百万円と前年同四半期より２億73百万円の減少となりました。

　一方、販売費・一般管理費は９億円となりました結果、経常損益は１億72百万円の損失、当第１四半期純損益は２億

47百万円の損失となりました。

　主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。

①受入手数料

　当第１四半期の受入手数料の合計は４億67百万円（前年同期比69.9％）となりました。内訳は以下のとおりであり

ます。

ａ．委託手数料

　当第１四半期における東証１日平均出来高は22億80百万株（前年同期比111.3％）、同売買代金は３兆703億39

百万円（同108.0％）となりましたが、当社の受託売買代金は798億11百万円（同84.2％）となりました。　

　株式委託手数料収入は４億２百万円（同68.6％）と減少いたしました。また、債券委託手数料等を加えた委託

手数料合計は４億５百万円（同68.5％）となりました。

ｂ．募集・売出しの取扱手数料

　当第１四半期における受益証券の募集・売出しの取扱高は22億97百万円（前年同期比117.0％）となりましたが、

受益証券の取扱手数料は38百万円（同70.8％）と減少いたしました。

　その他株券等を加えた募集・売出しの取扱手数料合計は38百万円（同70.8％）となりました。

ｃ．その他の受入手数料

　投資信託の代行手数料が中心であるその他受入手数料は20百万円（前年同期比127.2％）となりました。

②トレーディング損益 

　前事業年度に引き続き外債の販売等に注力しましたが１億20百万円（前年同期比59.1％）の利益となりました。

③金融収支

　主として信用取引貸付金残高及び受取配当金の増加により金融収益１億50百万円（前年同期比132.7％）から金融費

用33百万円（同232.4％）を差し引いた金融収支は１億17百万円（同118.1％）となりました。

④その他の営業収益

　主として他の事業の経営に関する相談に応じる業務に対する手数料を計上しており、合計は31百万円（前年同期比

55.3％）となりました。

⑤販売費・一般管理費

　当第１四半期は社名変更等に伴う広告宣伝費及び事務費等は増加いたしましたが、その他経費削減に努めました結

果、販売費・一般管理費合計は９億円（前年同期比103.1％）となりました。
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⑥　特別損失

　店舗のレイアウト変更等に伴う除却等により57百万円計上いたしました。

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期末の総資産は338億17百万円となり、前事業年度末より46億35百万円増加しました。主な要因は信用取

引資産が23億51百万円、トレーディング商品10億21百万円及び顧客分別金信託を含む預託金が９億33百万円増加した

ことによるものであります。

　負債の部は207億９百万円となり、前事業年度末より51億84百万円増加しました。主な要因は信用取引負債が29億49

百万円、受入保証金10億43百万円及び短期借入金が10億円増加したことによるものであります。

　純資産の部は131億７百万円となり、前事業年度末より５億48百万円減少しました。主な要因は新株予約権（ストッ

クオプション）の行使により、資本金及び資本準備金合計で17百万円増加しました一方、配当支払による３億18百万

円及び当第１四半期純損失２億47百万円の減少によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末における現金及び現金同等物は期首残高より８億96百万円増加し32億９百万円となりました。

（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、前事業年度における18億72百万円の支出から３億88百万円の収入となり

ました。主な内訳は顧客分別金信託３億97百万円、預り金３億65百万円及びトレーディング商品10億21百万円等の

減少がありましたが、約定見返勘定５億82百万円、信用取引資産と信用取引負債の差額５億98百万円及び受入保証

金10億43百万円等の増加によるものであります。

（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、主として本店のレイアウト変更等による有形及び無形固定資産の取得１

億85百万円の支出によるものであります。

（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、短期借入金10億円及び株式の発行による17百万円の収入がありました一

方、配当金の支払額３億23百万円があり、差引額６億93百万円の収入となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　事業の性格上、市場環境の変動に大きな影響を受ける状況にあり、業績予想を適正に行うことは困難でありますため、

四半期業績の開示を適時に行ってまいります。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

対前年
同期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

流動資産            

現金・預金   599   738  138  445  

預託金   8,376   8,424  48  7,491  

トレーディング商品   ―   1,021  1,021  ―  

　商品有価証券等  ―   1,021   1,021 ―   

信用取引資産   21,313   22,214  900  19,862  

　信用取引貸付金  21,303   22,124   821 19,763   

　信用取引借証券担保金  10   89   78 99   

短期差入保証金   30   30  ―  30  

未収収益   201   209  8  198  

繰延税金資産   129   18  △111  34  

その他の流動資産   33   113  79  192  

貸倒引当金   △6   △11  △5  △5  

流動資産計   30,678 97.2  32,759 96.9 2,080  28,249 96.8

            

固定資産            

有形固定資産 ※1  250 0.8  341 1.0 90  249 0.9

無形固定資産   25 0.1  97 0.3 71  61 0.2

投資その他の資産   620 1.9  619 1.8 △1  622 2.1

投資有価証券 ※2 333   329   △3 330   

長期差入保証金  267   270   3 268   

その他  19   18   △0 22   

貸倒引当金  △0   △0   △0 △0   

固定資産計   897 2.8  1,058 3.1 160  932 3.2

資産合計   31,575 100.0  33,817 100.0 2,241  29,181 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

対前年
同期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

流動負債            

　トレーディング商品   ―   0  0  ―  

　　デリバティブ取引  ―   0   0 ―   

　約定見返勘定   ―   555  555  ―  

　信用取引負債   10,609   12,266  1,657  9,317  

　　信用取引借入金 ※2 10,540   12,111   1,570 9,117   

　　信用取引貸証券受入金  69   155   86 199   

　預り金   5,410   4,124  △1,285  4,490  

　受入保証金   1,408   2,380  972  1,337  

　短期借入金 ※2  ―   1,000  1,000  ―  

　未払金   127   ―  △127  ―  

　未払費用   123   108  △15  138  

　未払法人税等   31   8  △23  18  

　賞与引当金   ―   30  30  ―  

　役員賞与引当金   4   ―  △4  ―  

　その他の流動負債   1   50  49  30  

流動負債計   17,717 56.1  20,525 60.7 2,808  15,333 52.5

            

固定負債            

　退職給付引当金   92   91  △0  96  

　長期未払金   119   26  △92  26  

　その他の固定負債   7   3  △4  6  

　　固定負債計   219 0.7  121 0.3 △97  129 0.5

特別法上の準備金            

　証券取引責任準備金 ※3  62   62  0  62  

　　特別法上の準備金計   62 0.2  62 0.2 0  62 0.2

負債合計   17,998 57.0  20,709 61.2 2,711  15,525 53.2
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前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

対前年
同期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

株主資本            

　資本金   5,954 18.9  5,963 17.6 8  5,954 20.4

　資本剰余金            

　　資本準備金  5,056   5,065   8 5,056   

　　　資本剰余金計   5,056 16.0  5,065 15.0 8  5,056 17.3

　利益剰余金            

　　利益準備金  86   86   ― 86   

　　その他利益剰余金            

　　　任意積立金  984   984   ― 984   

　　　繰越利益剰余金  1,490   1,006   △484 1,571   

　　　　利益剰余金計   2,562 8.1  2,077 6.2 △484  2,643 9.1

　　株主資本合計   13,573 43.0  13,105 38.8 △467  13,654 46.8

評価・換算差額等            

　その他有価証券評価差額金   3 0.0  1 0.0 △2  1 0.0

　　評価・換算差額等合計   3 0.0  1 0.0 △2  1 0.0

純資産合計   13,577 43.0  13,107 38.8 △469  13,656 46.8

負債・純資産合計   31,575 100.0  33,817 100.0 2,241  29,181 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

対前年
同期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

営業収益            

　受入手数料   668   467  △201  2,154  

　　委託手数料  592   405   △186 1,888   

　　引受け・売出し手数料  4   1   △3 22   

　　募集・売出しの手数料  54   38   △15 166   

　　その他  16   20   4 77   

　トレーディング損益 ※1  203   120  △83  702  

　金融収益   113   150  37  384  

　その他の営業収益   56   31  △25  272  

　　　営業収益計   1,043 100.0  769 100.0 △273  3,514 100.0

　金融費用   14 1.4  33 4.4 19  89 2.6

　　　純営業収益   1,028 98.6  736 95.6 △292  3,424 97.4

　販売費・一般管理費            

　　取引関係費  92   156   64 336   

　　人件費  489   454   △35 1,819   

　　不動産関係費  152   142   △9 492   

　　事務費  63   79   16 247   

　　減価償却費 ※2 9   15   5 48   

　　租税公課  33   14   △18 48   

　　その他  33   38   5 102   

　　　販売費・一般管理費計   874 83.8  900 117.0 26  3,097 88.1

　営業利益又は営業損失（△)   154 14.8  △164 △21.4 △319  327 9.3

　営業外収益 ※3  1 0.1  4 0.6 3  6 0.2

　営業外費用 ※4  0 0.0  12 1.5 11  2 0.1

　経常利益又は経常損失（△)   155 14.9  △172 △22.3 △327  330 9.4

　特別利益            

　　証券取引責任準備金戻入  0   ―   △0 0   

　　役員退職慰労金戻入  ―   ―   ― 18   

　　　特別利益　計   0 0.0  ― ― △0  18 0.5

　特別損失            

　　固定資産処分損 ※5 33   57   23 41   

　　リース契約解除損  ―   ―   ― 9   

　　　特別損失　計   33 3.2  57 7.4 23  50 1.4

税引前第１四半期（当期）純利
益又は税引前第１四半期純損失
（△）

  121 11.7  △229 △29.7 △351  298 8.5

法人税、住民税及び事業税  10   1   △8 10   

法人税等調整額  43 54 5.2 16 18 2.4 △27 138 149 4.3

第１四半期（当期）純利益又は
第１四半期純損失（△）

  67 6.5  △247 △32.1 △315  149 4.2
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

5,954 5,056 5,056 86 984 1,805 2,876 13,887

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △382 △382 △382

第１四半期純利益      67 67 67

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

        

第１四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― ― ― ― △314 △314 △314

平成18年６月30日　残高
（百万円）

5,954 5,056 5,056 86 984 1,490 2,562 13,573

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

4 4 13,891

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △382

第１四半期純利益   67

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

△0 △0 △0

第１四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

△0 △0 △314

平成18年６月30日　残高
（百万円）

3 3 13,577

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

5,954 5,056 5,056 86 984 1,571 2,643 13,654

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 8 8 8     17

剰余金の配当      △318 △318 △318

第１四半期純損失      △247 △247 △247

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

        

第１四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

8 8 8 ― ― △565 △565 △548

平成19年６月30日　残高
（百万円）

5,963 5,065 5,065 86 984 1,006 2,077 13,105

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1 1 13,656

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行   17

剰余金の配当   △318

第１四半期純損失   △247

株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額）

△0 △0 △0

第１四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

△0 △0 △548

平成19年６月30日　残高
（百万円）

1 1 13,107
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

5,954 5,056 5,056 86 984 1,805 2,876 13,887

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △382 △382 △382

当期純利益      149 149 149

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― ― ― ― ― △233 △233 △233

平成19年３月31日　残高
（百万円）

5,954 5,056 5,056 86 984 1,571 2,643 13,654

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

4 4 13,891

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △382

当期純利益   149

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2 △2 △2

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△2 △2 △235

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1 1 13,656

（注）平成18年６月29日定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間 

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前第１四半期（当期）純利益又は税引前第１

四半期純損失（△）
121 △229 298

減価償却費 9 15 48

貸倒引当金増減額 0 5 0

証券取引責任準備金増減額（△は減少額） △0 ― △0

退職給付引当金増減額（△は減少額） △4 △4 △0

賞与引当金増減額 ― 30 ―

役員賞与引当金増減額（△は減少額） △113 ― △118

固定資産処分損 25 55 32

受取利息及び受取配当金 △43 △47 △53

顧客分別金信託の増減額（△は増加額） 2,408 △397 2,406

トレーディング商品の増減額（△は増加額） ― △1,021 ―

約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加額） 0 27 △27

約定見返勘定（負債）の増減額 ― 555 ―

信用取引資産の増減額（△は増加額） △5,857 △2,351 △4,406

信用取引負債の増減額 5,738 2,949 4,446

立替金の増減額（△は増加額） 1 △3 0

短期差入保証金の増減額 30 ― 30

貸付金の増減額 2 ― 1

預り金の増減額（△は減少額） △1,766 △365 △2,686

受入保証金の増減額（△は減少額） △208 1,043 △279

未払費用の増減額（△は減少額） △122 △30 △107

長期未収入金の増減額 0 0 1

長期未払金の増減額（△は減少額） △17 ― △109

その他 △21 115 △141

小計 182 346 △663

利息及び配当金の受取額 43 45 53

株式公開関連費用の支払額 △6 ― △6

法人税等の支払額 △1,204 △3 △1,256

営業活動によるキャッシュ・フロー △983 388 △1,872

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の売却による収入 ― ― 0

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3 △185 △166

投資有価証券の売却による収入 ― ― 10

投資有価証券の取得による支出 ― ― △10

長期差入保証金の返還による収入 1 1 7

長期差入保証金の差入による支出 △40 △3 △46

長期貸付金による支出 ― ― △9

その他 1 1 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △40 △185 △213

Ⅲ 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 ― 1,000 ―

株式の発行による収入 ― 17 ―

配当金の支払額 △382 △323 △377

財務活動によるキャッシュ・フロー △382 693 △377

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △1,406 896 △2,462

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,775 2,312 4,775

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高 3,368 3,209 2,312
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

1．トレーディングに関する

有価証券等の評価基準及

び評価方法

トレーディング商品（売買目的有価

証券）及びデリバティブ取引等につ

いては、時価法（売却原価は移動平

均法により算定）を採用しておりま

す。

同　　左 同　　左

2．トレーディング関連以外

の有価証券等の評価基準

及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの

時価をもって貸借対照表価額とし、

取得原価（移動平均法により算

定）との評価差額を全部純資産直

入する方法によっております。

その他有価証券 

・時価のあるもの 

同　　左

その他有価証券

・時価のあるもの

同　　左

・時価のないもの

移動平均法による原価法によって

おります。

・時価のないもの

同　　左

・時価のないもの

同　　左

3．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。な

お、主な耐用年数は下記のとお

りであります。

 建物　　　　　８年～50年

 器具及び備品　４年～15年

(1) 有形固定資産

同　　左

(1) 有形固定資産

同　　左

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。な

お、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同　　左

(2) 無形固定資産

同　　左

4．引当金及び準備金の計上

基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に

回収可能性を検討し回収不能見

込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同　　左

(1) 貸倒引当金

同　　左

(2) 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に

支給される役員賞与に備えるた

め、当第１四半期会計期間発生

額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

同　　左

(2) 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に

支給される役員賞与に備えるた

め、当期発生額を計上しており

ます。

(3）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当第１四半期発生額

を計上しております。

（追加情報）

従来、未払従業員賞与について

は、流動負債の「未払費用」に

含めて表示しておりましたが、

賞与制度の見直しに伴い財務諸

表作成時において支給額が確定

しないこととなったため、当第

１四半期会計期間より「賞与引

当金」として区分掲記しており

ます。

なお、前第１四半期会計期間の

未払費用に含まれている未払賞

与の金額は22百万円であります。
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項目

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）」（日本公認会

計士協会会計制度委員会報告第

13号平成11年９月14日）に定め

る簡便法に基づき自己都合退職

による当第１四半期会計期間末

要支給額の100％を計上しており

ます。

(4) 退職給付引当金

同　　左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）」（日本公認会

計士協会会計制度委員会報告第

13号平成11年９月14日）に定め

る簡便法に基づき自己都合退職

による期末要支給額の100％を計

上しております。

(5) 証券取引責任準備金

証券事故による損失に備えるた

め、証券取引法第51条及び「証

券会社に関する内閣府令」第35

条の定めるところにより算出し

た額を計上しております。

(5) 証券取引責任準備金

同　　左

(5) 証券取引責任準備金

同　　左

5．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同　　左 同　　左

6．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資を資

金の範囲としております。

 同　　左  同　　左

7．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。なお、

仮受消費税等と控除対象の仮払消費

税等は相殺し、その差額を「未払

金」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。なお、

仮受消費税等と控除対象の仮払消費

税等は相殺し、その差額を「その他

の流動資産」に含めて表示しており

ます。

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。
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会計処理の変更

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

当第１四半期会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は13,577

百万円であります。なお、中間財務諸表等規

則の改正により、当第１四半期会計期間にお

ける第１四半期貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年

12月９日）を適用しております。従来の資本

の部の合計に相当する金額は13,656百万円で

あります。なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。

 

（ストック・オプション等に関する会計基

準）

当事業年度より「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準第８号平成

17年12月27日）及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第11号平成18年５月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影

響はありません。
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表示方法の変更

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

― （四半期貸借対照表）

前第１四半期会計期間末に区分掲記しておりま

した「未払金」（当第１四半期会計期間末の残

高は50百万円）は金額的重要性が乏しくなりま

したので「その他の流動負債」に含めて表示し

ております。

―
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計

額は145百万円であります。

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計

額は169百万円であります。

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計

額170百万円であります。

※２．担保に供されている資産の状況

被担保債務 担保に供されている資産

科目

第１四
半期期
末残高
(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用
取引
借入
金

10,540 ― ― ―

短期
借入
金

― 316 ― 316

計 10,540 316 ― 316

※２．担保に供されている資産の状況

被担保債務 担保に供されている資産

科目

第１四
半期期
末残高

(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用
取引
借入
金

12,111 ― ― ―

短期
借入
金

― 316 ― 316

計 12,111 316 ― 316

※２．担保に供されている資産の状況

被担保債務 担保に供されている資産

科目
期末
残高

(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用
取引
借入
金

9,117 ― ― ―

短期
借入
金

― 316 ― 316

計 9,117 316 ― 316

(注）１．上記表の金額は、第１四半期貸借対照

表計上額によっております。

２．保管有価証券は第１四半期貸借対照表

に計上しておりません。

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返

り株券を信用取引借入金の担保として

4,961百万円を差入れております。ま

た、保管有価証券99百万円を先物取引

売買証拠金の代用として差入れており

ます。

 

     担保として差入れた又は受入れた有価証券

の時価額は以下のとおりであります。

(注）１．上記表の金額は、第１四半期貸借対照

表計上額によっております。

２．保管有価証券は第１四半期貸借対照表

に計上しておりません。

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返

り株券を信用取引借入金の担保として

5,240百万円、短期借入金500万円の担

保として690百万円差入れております。

また、保管有価証券18百万円を先物取

引売買証拠金の代用として差入れてお

ります。

     担保として差入れた又は受入れた有価証券

の時価額は以下のとおりであります。

(注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上額に

よっております。

２．保管有価証券は貸借対照表に計上して

おりません。

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返

り株券を信用取引借入金の担保として

5,097百万円、保管有価証券19百万円

を先物取引売買証拠金の代用として差

入れております。

 

 

     担保として差入れた又は受入れた有価証券

の時価額は以下のとおりであります。

項目
金額

（百万円）

差入れた有価証券

信用取引貸証券 74

信用取引借入金の本担保証券 10,731

差入保証金代用有価証券 ―

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 19,003

信用取引借証券 11

受入証拠金代用有価証券 99

受入保証金代用有価証券 17,296

項目
金額

（百万円）

差入れた有価証券

信用取引貸証券 166

信用取引借入金の本担保証券 12,166

差入保証金代用有価証券 ―

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 21,903

信用取引借証券 89

受入証拠金代用有価証券 18

受入保証金代用有価証券 11,747

項目
金額

（百万円）

差入れた有価証券

信用取引貸証券 205

信用取引借入金の本担保証券 9,035

差入保証金代用有価証券 ―

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 18,716

信用取引借証券 102

受入証拠金代用有価証券 19

受入保証金代用有価証券 13,738

※３．特別法上の準備金の計上を規定した法令

の条項は、次のとおりであります。

証券取引責任準備金

証券取引法第51条

※３．特別法上の準備金の計上を規定した法令

の条項は、次のとおりであります。

同　　左

※３．特別法上の準備金の計上を規定した法令

の条項は、次のとおりであります。

同　　左
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前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

― 　４．当社は運転資金の効率的な調達を行うた

め取引金融機関４行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当第１四半

期会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
3,125 百万円 

借入実行残高 1,000

差引額 2,125

なお、前第１四半期会計期間末における

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
1,125 百万円 

借入実行残高 ―

差引額 1,125

　４．当社は運転資金の効率的な調達を行うた

め取引金融機関４行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
3,125 百万円 

借入実行残高 ―

差引額 3,125

なお、前事業年度末における借入未実行

残高は次のとおりであります。

 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
1,125 百万円 

借入実行残高 ―

差引額 1,125

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．トレーディング損益の内訳

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレー
ディング損益

― ― ―

債券等・その
他のトレー
ディング損益

203 ― 203

債券等ト
レーディン
グ損益

203 ― 203

その他のト
レーディン
グ損益

― ― ―

計 203 ― 203

※１．トレーディング損益の内訳

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレー
ディング損益

3 ― 3

債券等・その
他のトレー
ディング損益

113 3 117

債券等ト
レーディン
グ損益

200 3 204

その他のト
レーディン
グ損益

△86 △0 △86

計 116 3 120

※１．トレーディング損益の内訳

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレー
ディング損益

3 ― 3

債券等・その
他のトレー
ディング損益

699 ― 699

債券等ト
レーディン
グ損益

699 ― 699

その他のト
レーディン
グ損益

― ― ―

計 702 ― 702

※２．当第１四半期会計期間に実施した減価償

却費は、次のとおりであります。

百万円

有形固定資産 7

無形固定資産 1

長期前払費用 0

　計 9

※２．当第１四半期会計期間に実施した減価償

却費は、次のとおりであります。

百万円

有形固定資産 10

無形固定資産 3

長期前払費用 0

　計 15

※２．当期に実施した減価償却費は、次のとお

りであります。

百万円

有形固定資産 37

無形固定資産 9

長期前払費用 2

　計 48

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益０百

万円等であります。

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益０百

万円、雑益３百万円であります。

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益２百

万円、雑益３百万円であります。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、社宅等原状回

復費用０百万円等であります。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、損害賠償金７

百万円等であります。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、遊休資産の管

理費２百万円等であります。

※５．固定資産処分損

店舗増床によるレイアウト変更等に伴う

除却等によるものであります。

※５．固定資産処分損

店舗のレイアウト変更等に伴う除却等に

よるものであります。

※５．固定資産処分損

店舗増床によるレイアウト変更等に伴う

除却等によるものであります。
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計期間
増加株式数

（株）

当第１四半期会計期間
減少株式数

（株）

当第１四半期会計期間
末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 63,720 ― ― 63,720

合計 63,720 ― ― 63,720

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 382 （注）6,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当第１四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。
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当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計期間
増加株式数

（株）

当第１四半期会計期間
減少株式数

（株）

当第１四半期会計期間
末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 63,720 320 ― 64,040

合計 63,720 320 ― 64,040

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

（注）普通株式の株式数の増加320株は、ストック・オプションの行使による新株の発行によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 318 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当第１四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 63,720 ― ― 63,720

合計 63,720 ― ― 63,720

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 382 （注）6,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(注）１株当たり配当額は普通配当5,000円、株式上場記念配当1,000円であります。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 318 利益剰余金 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

現金及び現金同等物の第１四半期末残高と第１

四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成18年６月30日現在）

百万円

現金・預金勘定 599

預託金勘定 8,376

預入期間が３か月を超える

預金・預託金

△238

顧客分別金信託 △5,369

現金及び現金同等物 3,368

現金及び現金同等物の第１四半期末残高と第１

四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成19年６月30日現在）

百万円

現金・預金勘定 738

預託金勘定 8,424

預入期間が３か月を超える

預金・預託金

△187

顧客分別金信託 △5,767

現金及び現金同等物 3,209

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

 

（平成19年３月31日現在）

百万円

現金・預金勘定 445

預託金勘定 7,491

預入期間が３か月を超える

預金・預託金

△253

顧客分別金信託 △5,370

現金及び現金同等物 2,312
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引に係

る注記

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引に係

る注記

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引に係

る注記

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第１四半期期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第１四半期期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

器具・備品

取得価額相当額 51 百万円

減価償却累計額相当額 18

第１四半期期末残高相当額 32

器具・備品

取得価額相当額 89 百万円

減価償却累計額相当額 29

第１四半期期末残高相当額 59

器具・備品

取得価額相当額 60 百万円

減価償却累計額相当額 27

期末残高相当額 32

２．未経過リース料第１四半期期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 10 百万円

１年超 22

合計 32

１年内 16 百万円

１年超 43

合計 60

１年内 11 百万円

１年超 21

合計 33

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 2 百万円

減価償却費相当額 2

支払利息相当額 0

支払リース料 3 百万円

減価償却費相当額 3

支払利息相当額 0

支払リース料 12 百万円

減価償却費相当額 11

支払利息相当額 1

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法 

同　　左

５．利息相当額の算定方法

同　　左
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（有価証券及びデリバティブ取引の状況）

前第１四半期会計期間末（平成18年６月30日）

１．トレーディングに係るもの

売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．トレーディングに係るもの以外

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(3）その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
第１四半期貸借対照表計上

額
（百万円）

差額（百万円）

株式 3 9 6

合計 3 9 6

(4）時価評価されていない有価証券

①　満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

②　子会社株式及び関連会社株式

　該当事項はありません。

③　その他有価証券

内容 第１四半期貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(5）デリバティブ取引の時価等に関する事項

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。
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当第１四半期会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．トレーディングに係るもの

(1）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価

種類
第１四半期貸借対照表計上額（百万円） 当第１四半期会計期間の損益に含

まれた評価差額（百万円）資産 負債

債券 1,021 ― 3

(2）デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

種類
契約額等

（百万円）

契約額等のうち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

為替予約取引     

　売建 252 ― 252 △0

　南アランド     

(注）時価の算定方法は先物為替相場によっております。

２．トレーディングに係るもの以外

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(3）その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
第１四半期貸借対照表計上

額
（百万円）

差額（百万円）

株式 3 5 2

合計 3 5 2

(4）時価評価されていない有価証券

①　満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

②　子会社株式及び関連会社株式

　該当事項はありません。

③　その他有価証券

内容 第１四半期貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(5）デリバティブ取引の時価等に関する事項

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。
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前事業年度末（平成19年３月31日）

1. トレーディングに係るもの

(1) トレーディングの状況に関する事項

①トレーディングの内容、取組方針及び利用目的

当社が行うトレーディング業務は、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するため、主として

顧客との取引から発生しております。取扱商品は①株式や債券などの商品有価証券②株価指数先物・債券先

物やこれらのオプション取引といった取引所取引の金融派生商品③先物外国為替取引など取引所取引以外の

金融派生商品の3種類に大別されます。

②トレーディングに係るリスクの内容(市場リスク・信用リスク)

トレーディングに伴って発生し、当社の財務状況に影響を与えるリスクとしては、主としてマーケットリス

クと取引先リスクがあります。マーケットリスクは、株式、金利、為替等の市場価格が変動することによっ

て発生するリスクであり、取引先リスクは、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクで、

リスク額の正確な把握が重要であると考えております。

③トレーディングに係るリスクの内容(管理方針・管理規程・管理部署の状況等)

当社のリスク管理の基本は、財務状況に合わせたリスクを適切にコントロールすることにあります。そのた

め、当社は取締役会において運用の基本方針を定め、トレーディング部門では、その運用基本方針等に沿っ

た社内管理規程に基づき取引を行い、さらに売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において

市場リスク、信用リスクに対するリスク管理をすることになっております。

(2) 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. トレーディングに係るもの以外

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

(2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

インヴァスト証券㈱（8709）平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 26 －



(3) その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

①　株　式 3 6 3

②　債　券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 3 6 3

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

①　株　式 ― ― ―

②　債　券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 3 6 3

(4) 時価評価されていない有価証券

①満期保有目的の債券

該当事項はありません。

②子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

③その他有価証券

内容 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(5) その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

該当事項はありません。
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(6) デリバティブ取引の状況に関する事項

1．取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。

2．取引に対する取組方針

　外貨建営業取引上発生する為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は

行わない方針であります。

3．取引の利用目的

　為替予約取引は、外貨建営業取引上発生する外貨建金銭債権債務等に係る為替相場の変動によるリスクを

軽減することを目的として利用しており、ヘッジ会計を適用しております。

4．取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は信用度の高い大手銀行と取引していることから、契約履行上のリスクは極めて軽微と判断

しております。

5．取引に係るリスク管理体制

　営業サポート部市場課で為替予約の必要額を集計し、経理部において実需に基づく取引であることを確認

しております。

　また、計数的なリスク管理はリスク管理規程に従い、証券会社の自己資本規制比率に関する内閣府令によっ

て係数を経理部にて算定し、取締役会に対して毎月報告しております。

(7) 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。
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（ストック・オプション等関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

　　該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　 ４名

当社監査役　　　 ３名

当社従業員　　　176名

当社取締役　　　 １名

当社従業員　　　 ４名

ストック・オプション数 普通株式　　　2,500株 普通株式　　　　263株

付与日 平成17年６月23日 平成17年12月29日

権利確定条件

 付与日（平成17年６月23日）以降、権

利確定日（平成19年６月22日）まで継

続して勤務していること

 付与日（平成17年12月29日）以降、権

利確定日（平成19年12月28日）まで継

続して勤務していること

対象勤務期間

２年間

（自　平成17年６月23日

　至　平成19年６月22日）

２年間

（自　平成17年12月29日

　至　平成19年12月28日） 

権利行使期間 権利確定後５年以内 権利確定後５年以内

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　　　（株）   

前事業年度末 2,431 263

付与 ― ―

失効 1,574 208

権利確定 ― ―

未確定残 857 55

権利確定後　　　　　　　　（株）   

前事業年度末 ― ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 ― ―
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②　単価情報

平成17年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　（円） 54,400 137,000

行使時平均株価　　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）　（円） ― ―

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　該当事項はありません。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　該当事項はありません。

４．財務諸表への影響額

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）、当第１四半期会計期間（自　平成19年

４月１日　至　平成19年６月30日）及び前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 213,073円51銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
1,065円97銭

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
1,031円95銭

１株当たり純資産額 204,675円15銭

１株当たり第１四半期

純損失金額
△3,879円24銭

１株当たり純資産額 214,318円 5銭

１株当たり当期

純利益金額
2,338円92銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,279円 1銭

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純

利益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり第１四半期純損失であるため、記

載しておりません。

　（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額又は１株当たり第１四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

  
前第１四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日)

当第１四半期会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり四半期（当期）純

利益金額又は第１四半期純損

失（△）

(百万円) 67 △247 149

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―) (―)

普通株式に係る第１四半期

（当期）純利益又は第１四半

期純損失（△）

(百万円) 67 △247 149

期中平均株式数 (株) 63,720 63,741 63,720

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額
   

第１四半期（当期）純利益

調整額
(百万円） ― ― ―

普通株式追加数 (株） 2,101 ― 1,675

（うち新株予約権）  (2,101) (―) (1,675)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり四半期（当期）純利益又

は潜在株式調整後１株当たり第１四半期

純損失（△）の算定に含めなかった潜在

株式の概要

― ― ―

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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平成20年３月期　第１四半期決算概況資料

１．受入手数料

(1）科目別内訳

（単位：百万円）

 前第１四半期 当第１四半期
前年同期比
（％）

前期

委託手数料 592 405 68.5 1,888

（株　券） (586) (402) (68.6) (1,872)

（債　券） (0) (0) (97.9) (1)

（その他） (5) (3) (60.5) (14)

引受け・売出し手数料 4 1 33.6 22

（株　券） (4) (1) (33.6) (22)

（債　券） (―) (―) (―) (―)

募集・売出しの取扱手数料 54 38 70.8 166

その他の受入手数料 16 20 127.2 77

合計 668 467 69.9 2,154

(2）商品別内訳

（単位：百万円）

 前第１四半期 当第１四半期
前年同期比
（％）

前期

株券 596 408 68.4 1,921

債券 0 0 108.0 2

受益証券 72 58 81.5 230

その他 ― ― ― ―

合計 668 467 69.9 2,154

２．トレーディング損益

（単位：百万円）

 前第１四半期 当第１四半期
前年同期比
（％）

前期

株券等 ― 3 ― 3

債券等 203 117 57.5 699

（債　券） (203) (204) (100.1) (699)

（その他） (―) (△86) (―) (―)

合計 203 120 59.1 702
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３．株式売買高（先物取引を除く）

（単位：千株、百万円）

 前第１四半期 当第１四半期
前年同期比
（％）

前期

 株数 金額 株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 65,734 95,598 69,680 80,824 106.0 84.5 307,444 346,543

  （自己） (4) (814) (2) (1,012) (44.4) (124.4) (27) (4,105)

  （委託） (65,730) (94,783) (69,678) (79,811) (106.0) (84.2) (307,417) (342,437)

委託比率（％) 99.9 99.1 99.9 98.7 99.9 98.8

東証シェア（％) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

１株当たり

委託手数料
８円82銭 ５円76銭  ６円４銭

４．引受・募集・売出の取扱高

（単位：千株、百万円）

前第１四半期 当第１四半期
前年同期比
（％）

前期

引受高

株券 (株数) 0 20 5,405.4 2

〃 (金額) 122 50 41.2 360

債券 (額面金額) ― ― ― ―

コマーシャルペー

パー及び外国証書

等

(額面金額) ― ― ― ―

※募集・売出

の取扱高

株券 (株数) 1 18 2,078.2 34

〃 (金額) 129 46 36.2 475

債券 (額面金額) 4,475 3,796 84.8 15,615

受益証券 (額面金額) 1,963 2,297 117.0 6,628

コマーシャルペー

パー及び外国証書

等

(額面金額) ― ― ― ―

※印は売出高及び私募の取扱高を含んでおります。
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５．自己資本規制比率

（単位：百万円）

前第１四半期末 当第１四半期末 前期末

基本的項目 資本合計 （Ａ） 13,573 13,105 13,335

補完的項目 評価差額金（評価益）等 3 1 1

 証券取引責任準備金等 62 62 62

 一般貸倒引当金 6 11 5

 計 （Ｂ） 72 75 70

控除資産   （Ｃ） 1,073 1,224 1,145

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ） 12,572 11,956 12,260

リスク相当額 市場リスク相当額 1 177 0

 取引先リスク相当額 436 455 408

 基礎的リスク相当額 865 755 786

 計 （Ｅ） 1,303 1,388 1,195

自己資本規制比率 （Ｄ）／（Ｅ）×100（％） 964.7 860.8 1,025.3

６．役職員数

（単位：人）

 前第１四半期末 当第１四半期末 前期末

役員 9 10 9

従業員 229 196 202
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損益計算書の四半期推移
（単位：百万円）

期別 前第１四半期
（18.４.１
18.６.30）

前第２四半期
（18.７.１
18.９.30）

前第３四半期
（18.10.１
18.12.31）

前第４四半期
（19.１.１
19.３.31）

当第１四半期
（19.４.１
19.６.30）科目

営業収益 1,043 906 735 830 769

受入手数料 668 457 488 540 467

トレーディング損益 203 245 93 159 120

金融収益 113 85 91 94 150

その他の営業収益 56 117 61 35 31

金融費用 14 22 25 27 33

純営業収益 1,028 883 710 802 736

販売費・一般管理費 874 735 727 760 900

取引関係費 92 75 78 90 156

人件費 489 454 443 432 454

不動産関係費 152 111 109 119 142

事務費 63 62 53 67 79

減価償却費 9 12 13 13 15

租税公課 33 △4 9 10 14

その他 33 23 21 25 38

営業損益 154 147 △17 42 △164

営業外収益 1 2 1 1 4

営業外費用 0 0 0 0 12

経常損益 155 148 △16 43 △172

特別利益 0 ― 0 18 ―

特別損失 33 0 0 16 57

税引前当期純損益 121 148 △16 44 △229

法人税、住民税及び事業税 10 △3 1 2 1

法人税等調整額 43 67 △37 64 16

当期純損益 67 84 18 △21 △247
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