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１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 2,804 (4.4) 2,691 (2.6) △813 (―) △814 (―）

19年３月期第３四半期 2,684 (△43.7) 2,622 (△44.3) 284 (△86.6) 287 (△86.3)

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３四半期 △1,016 (―） △15,890 12 ― ―

19年３月期第３四半期 170 (△83.6) 2,682 74 2,608 44

19年３月期 149 ― 2,338 92 2,279 1

（参考）持分法投資損益　　　該当事項はありません。

(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３四半期 73,884 12,340 16.7 192,484 50

19年３月期第３四半期 28,126 13,677 48.6 214,654 29

19年３月期 29,181 13,656 46.8 214,318 5

（参考）自己資本 20年３月期第３四半期 12,340百万円 19年３月期第３四半期 13,677百万円 19年３月期 13,656百万円

(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３四半期 5,363 △3,542 △294 3,838

19年３月期第３四半期 △1,894 △169 △376 2,335

19年３月期 △1,872 △213 △377 2,312

２．平成20年３月期の第４四半期業績予想及び平成20年３月期通期の業績予想

営業収益 営業利益 経常利益
四半期（当期）

純利益

１株当たり四半期

（当期）純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

20年３月期第４四半期

（20年１月１日～20年３月31日）
1,494 △279 △279 △279 ― ―

20年３月期通期

（19年４月１日～20年３月31日）
4,298 △1,092 △1,093 △1,295 ― ―

(注）１．当社は、市場の環境の変動により大きく影響を受ける傾向があるため、四半期単位の業績予想を行っております。

２．四半期業績予想の１株当たり純利益については、マイナスを計上しているため記載しておりません。
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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　　　　：　有

(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） 

　予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実

際の実績等は、業績の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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

（1）経営成績に関する分析

　当第３四半期のわが国経済は、賃金の伸び悩みや生活必需品の値上げラッシュなどを背景に、個人消費が低調に推移

したことから、減速感が強まる展開となりました。

　こうした中、東京株式市場は、外部環境に左右される不安定な値動きが続きました。期初こそ世界的な信用不安の後

退を受けて、日経平均株価は7月以来となる17,400円台まで上昇しましたが、その後はサブプライムローン問題による金

融機関の追加損失や米国経済の減速懸念などで投資家の心理が悪化し、外国人投資家を中心に売りが加速しました。一

時、上場企業の配当利回りが長期金利を上回るなど日本株の割安感は強まりましたが、国内外の投資家による積極的な

買いが入らず商いも低水準が続きました。

　他方、債券市場は、米景気の減速懸念に加えてサブプライムローン問題に端を発した金融不安などから強含みで推移

しました。特に株価が大きく売り込まれた11月には“質への逃避”の動きが強まり、長期金利は1.410％まで急低下しま

した。さらに、景況感の悪化を受けて日銀の利上げ観測が遠のいたことも、金利の低下を促す形になりました。

　当社は、平成19年10月１日付で、三貴商事株式会社が運営するオンライン事業（取引所為替証拠金取引「くりっく

365」、店頭為替証拠金取引「FX24」、商品先物取引「COMパス」）を承継する吸収分割を行なうとともに、12月より「日

経225先物」、「日経225mini」、「日経225オプション」のサービスを開始しております。

これらのサービス開始に伴い、第３四半期におきましては、ブランドの確立、知名度の向上を意図した手数料のディス

カウントキャンペーンを実施し、各取引システムの機能拡充を進めた結果、オンライン関連事業合計で預かり証拠金残

高は403億円と堅実な伸びとなっております。

　一方、サブプライムローン問題により、一部投資家に売買を手控える動きが見られたほか、手数料のディスカウント

キャンペーンにより、営業収益は７億63百万円となっております。

　このような状況の下、収益の多様化とともに預り資産の拡大に努めておりますが、当第３四半期会計期間の営業収益

は、オンライン関連事業部門を含め28億４百万円と前年同四半期より１億19百万円増加いたしましたが、販売費・一般

管理費が11億67百万円増加したことにより、経常損失は８億14百万円、当第３四半期純損失は10億16百万円となりまし

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３四半期の受入手数料の合計は19億40百万円（前年同期比120.2％）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３四半期における東証１日平均出来高は22億11百万株（前年同期比116.2％）、同売買代金は２兆9,903億

94百万円（同116.0％）となりましたが、当社の受託売買代金は2,023億56百万円（同83.0％）となり、株式委託

手数料収入は10億67百万円（同75.8％）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10億76百万円（同75.7％）となりました。

ｂ．募集・売出しの取扱手数料

　当第３四半期における受益証券の募集・売出しの取扱高は44億89百万円（前年同期比113.4％）となり、受益証

券の取扱手数料は１億17百万円（同104.1％）となりましたが、募集・売出し手数料の合計では１億17百万円（同

99.3％）となりました。

ｃ．その他の受入手数料

　平成19年10月１日よりオンライン事業を開始したことにより、受入手数料が６億55百万円増加いたしました。

また、投資信託の代行手数料が中心であるその他では70百万円（前年同期比127.1％）となりました。

②トレーディング損益 

　平成19年10月以降オンライン事業部門によるトレーディング損益及び前事業年度に引き続き外債の販売等に注力し

ましたが３億94百万円（前年同期比72.6％）の利益となりました。
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③金融収支

　信用取引に係る信用取引収益等が増加したことにより金融収益３億76百万円（前年同期比129.5％）から金融費用１

億12百万円（同180.5％）を差し引いた金融収支は２億63百万円（同115.5％）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92百万円（前年同期比

39.3％）となりました。

⑤販売費・一般管理費

　当第３四半期は、本店等のレイアウト変更による不動産関係費の増加並びにオンライン事業の開始による取引関係

費、減価償却費等の増加により販売費・一般管理費合計は35億４百万円（前年同期比149.9％）となりました。

⑥　特別損失

　本店並びに神戸支店のレイアウト変更等に伴う固定資産除却損及び原状回復費を１億19百万円計上いたしました。

また、賃借資産の見直しに伴う予定資産の帳簿価額36百万円を減損損失として計上いたしました。

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３四半期会計期間末の資産の部は738億84百万円（前年同期比262.7％）となり前事業年度末より447億２百万円

増加いたしました。

　流動資産は695億27百万円（同255.3％）となり前事業年度末より412億78百万円の増加、固定資産は43億56百万円

（同487.4％）となり前事業年度末より34億23百万円の増加となりました。主な要因は、信用取引資産が50億７百万円

減少したものの他、三貴商事株式会社からオンライン事業を承継したことによるものであります。

　負債の部は615億43百万円（前年同期比426.0％）となり前事業年度末より460億17百万円の増加となりました。主な

要因は、三貴商事株式会社からオンライン事業を承継したことによるものであります。

　純資産の部は、123億40百万円（前年同期比90.2％）となり、前年事業年度末より13億15百万円減少いたしました。

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21百万円増加しまし

た一方、配当支払による３億18百万円及び当第３四半期純損失額10億16百万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３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ15億25百万円増加し、38億38

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53億63百万円の収入となり

ました。主な内訳は信用取引資産50億７百万円、受入保証金38億53百万円及び顧客分別金信託20億88百万円が増加

しました一方、短期差入保証金33億69百万円、預り金17億46百万円及びトレーディング商品５億２百万円等の減少

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、35億42百万円の支出となりました。主な内訳は三貴商事株式会社との事

業承継による支出が26億45百万円、有形及び無形固定資産の取得７億25百万円等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、株式の発行による21百万円の収入と配当金の支払額３億16百万円があり、

差引２億94百万円の減少となりました。
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３．業績予想に関する定性的情報

「平成20年３月期第４四半期及び平成20年３月期通期の業績予想」 

営業収益 営業利益 経常利益
四半期（当期）

純利益

１株当たり四半期

（当期）純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

20年３月期第４四半期

（20年１月１日～20年３月31日）
1,494 △279 △279 △279 ― ―

20年３月期通期

（19年４月１日～20年３月31日）
4,298 △1,092 △1,093 △1,295 ― ―

(注)１．当社は、市場の環境の変動により大きく影響を受ける傾向があるため、四半期単位の業績予想を行っておりま

す。

　　２．四半期業績予想の１株当たり純利益については、マイナスを計上してるため記載しておりません。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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   583   4,292  3,709  445  

預託金   7,813   5,565  △2,247  7,491  

トレーディング商品   ―   502  502  ―  

　商品有価証券等  ―   502   502 ―   

約定見返勘定   36   ―  △36  27  

信用取引資産   18,375   14,855  △3,520  19,862  

　信用取引貸付金  18,227   14,802   △3,425 19,763   

　信用取引借証券担保金  148   52   △95 99   

短期差入保証金   30   37,229  37,199  30  

未収入金   ―   6,812  6,812  ―  

未収収益   194   191  △3  198  

繰延税金資産   99   ―  △99  34  

その他の流動資産   105   87  △18  165  

貸倒引当金   △5   △7  △2  △5  

流動資産計   27,232 96.8  69,527 94.1 42,295  28,249 96.8

            

固定資産            

有形固定資産 ※1  231   534  302  249 0.9

無形固定資産   40   2,864  2,823  61 0.2

投資その他の資産   620   957  336  622 2.1

投資有価証券 ※2 339   328   △11 330   

長期差入保証金  264   449   185 268   

その他  16   189   172 22   

貸倒引当金  △0   △9   △9 △0   

固定資産計   893 3.2  4,356 5.9 3,462  932 3.2

資産合計   28,126 100.0  73,884 100.0 45,758  29,181 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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   ―   481  481  ―  

　信用取引負債   7,547   9,543  1,995  9,317  

　　信用取引借入金 ※2 7,326   9,445   2,118 9,117   

　　信用取引貸証券受入金  221   98   △123 199   

　預り金   5,327   2,744  △2,582  4,490  

　受入保証金   1,179   42,265  41,085  1,337  

　未払金   ―   5,650  5,650  ―  

　未払費用   82   337  255  138  

　未払法人税等   9   6  △3  18  

　賞与引当金   ―   29  29  ―  

　役員賞与引当金   6   ―  △6  ―  

　その他の流動負債   96   276  179  30  

流動負債計   14,249 50.7  61,335 83.0 47,085  15,333 52.5

            

固定負債            

　退職給付引当金   98   86  △11  96  

　長期未払金   31   26  △4  26  

　その他の固定負債   6   2  △3  6  

　　固定負債計   136 0.5  116 0.2 △19  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  

　金融先物取引責任準備金 ※3  ―   28  28  ―  

　　特別法上の準備金計   62 0.2  90 0.1 28  62 0.2

負債合計   14,448 51.4  61,543 83.3 47,094  15,525 53.2
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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 21.2  5,965 8.1 10  5,954 20.4

　資本剰余金            

　　資本準備金  5,056   5,067   10 5,056   

　　　資本剰余金計   5,056 17.9  5,067 6.8 10  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  1,593   236   △1,357 1,571   

　　　　利益剰余金計   2,665 9.5  1,308 1.8 △1,357  2,643 9.1

　　株主資本合計   13,676 48.6  12,340 16.7 △1,335  13,654 46.8

評価・換算差額等            

　その他有価証券評価差額金   1 0.0  0 0.0 △1  1 0.0

　　評価・換算差額等合計   1 0.0  0 0.0 △1  1 0.0

純資産合計   13,677 48.6  12,340 16.7 △1,336  13,656 46.8

負債・純資産合計   28,126 100.0  73,884 100.0 45,758  29,181 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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   1,614   1,940    2,154  

　　委託手数料  1,421   1,076    1,888   

　　引受け・売出し手数料  19   21    22   

募集・売出しの取扱手数料  118   117    166   

　　その他  55   725    77   

　トレーディング損益 ※1  543   394    702  

　金融収益   290   376    384  

　その他の営業収益   236   92    272  

　　　営業収益計   2,684 100.0  2,804 100.0 119  3,514 100.0

　金融費用   62 2.3  112 4.0 50  89 2.6

　　　純営業収益   2,622 97.7  2,691 96.0 69  3,424 97.4

　販売費・一般管理費            

　　取引関係費  246   1,072    336   

　　人件費  1,387   1,323    1,819   

　　不動産関係費  373   529    492   

　　事務費  179   221    247   

　　減価償却費 ※2 35   231    48   

　　租税公課  38   31    48   

　　その他  77   94    102   

　　　販売費・一般管理費計   2,337 87.1  3,504 125.0 1,167  3,097 88.1

　営業利益又は営業損失（△)   284 10.6  △813 △29.0 △1,098  327 9.3

　営業外収益 ※3  5 0.2  15 0.6 10  6 0.2

　営業外費用 ※4  2 0.1  17 0.6 14  2 0.1

　経常利益又は経常損失（△)   287 10.7  △814 △29.0 △1,102  330 9.4

　特別利益            

　　固定資産売却益  ―   2    ―   

　　証券取引責任準備金戻入  0   ―    0   

　　役員退職慰労金戻入  ―   ―    18   

　　　特別利益　計   0 0.0  2 0.0 2  18 0.5

　特別損失            

　　固定資産処分損 ※5 33   119    41   

　　減損損失 ※6 ―   36    ―   

　　リース契約解除損  ―   7    9   

　　証券取引責任準備金繰入れ  ―   0    ―   

　　金融先物取引責任準備金繰
入れ

 ―   1    ―   

　　　特別損失　計   33 1.2  163 5.8 130  50 1.4

税引前第３四半期（当期）純利
益又は税引前第３四半期純損失
（△）

  253 9.5  △976 △34.8   298 8.5

法人税、住民税及び事業税  8   5    10   

法人税等調整額  74 82 3.1 34 40 1.4  138 149 4.3

第３四半期（当期）純利益又は
第３四半期純損失（△）

  170 6.4  △1,016 △36.2   149 4.2
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

利益剰余金
合計

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

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３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △382 △382 △382

第３四半期純利益      170 170 170

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額）

        

第３四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― ― ― ― △211 △211 △211

平成18年12月31日　残高
（百万円）

5,954 5,056 5,056 86 984 1,593 2,665 13,676

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３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △382

第３四半期純利益   170

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額）

△2 △2 △2

第３四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2 △2 △214

平成18年12月31日　残高
（百万円）

1 1 13,677

（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３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 10 10 10     21

剰余金の配当      △318 △318 △318

第３四半期純損失      △1,016 △1,016 △1,016

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額）

        

第３四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

10 10 10 ― ― △1,335 △1,335 △1,313

平成19年12月31日　残高
（百万円）

5,965 5,067 5,067 86 984 236 1,308 12,340

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３四半期会計期間中の変動額

新株の発行   21

剰余金の配当   △318

第３四半期純損失   △1,016

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額）

△1 △1 △1

第３四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

△1 △1 △1,315

平成19年12月31日　残高
（百万円）

0 0 12,340
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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３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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３四半期（当期）純利益又は税引前第３

四半期純損失（△）
253 △976 298

減価償却費 35 231 48

減損損失 ― 36 ―

貸倒引当金増減額（△は減少額） △0 2 0

証券取引責任準備金増減額（△は減少額） △0 0 △0

金融先物取引責任準備金増減額 ― 1 ―

退職給付引当金増減額（△は減少額） 1 △9 △0

賞与引当金増減額 ― 29 ―

役員賞与引当金増減額（△は減少額） △111 ― △118

固定資産処分損 25 95 32

受取利息及び受取配当金 △49 △66 △53

支払利息 ― 7 ―

顧客分別金信託の増減額（△は増加額） 1,991 2,088 2,406

店頭外国為替取引信託金の増減額（△は増加額) ― 15 ―

トレーディング商品の増減額（△は増加額） ― △502 ―

約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加額） △36 27 △27

約定見返勘定（負債）の増減額 ― 481 ―

信用取引資産の増減額（△は増加額） △2,919 5,007 △4,406

信用取引負債の増減額 2,677 226 4,446

立替金の増減額（△は増加額） 0 △9 0

短期差入保証金の増減額（△は増加額） 30 △3,369 30

貸付金の増減額 0 ― 1

預り金の増減額（△は減少額） △1,849 △1,746 △2,686

受入保証金の増減額（△は減少額） △437 3,853 △279

未払費用の増減額（△は減少額） △163 165 △107

長期未収入金の増減額（△は増加額） 0 △16 1

長期未払金の増減額（△は減少額） △105 ― △109

その他 △58 △257 △141

小計 △715 5,315 △663

利息及び配当金の受取額 45 62 53

利息の支払額 ― △7 ―

株式公開関連費用の支払額 △6 ― △6

法人税等の支払額 △1,219 △6 △1,256

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,894 5,363 △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 ― 7 0

有形及び無形固定資産の取得による支出 △126 △725 △166

事業承継による支出 ― △2,645 ―

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 ― △10

長期差入保証金の返還による収入 5 16 7

長期差入保証金の差入による支出 △40 △197 △46

長期貸付金による支出 △1 △2 △9

その他 4 4 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △169 △3,542 △213

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 ― 21 ―

配当金の支払額 △376 △316 △377

財務活動によるキャッシュ・フロー △376 △294 △377

Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額 ― 0 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △2,440 1,525 △2,462

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,775 2,312 4,775

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）残高 2,335 3,838 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３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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

  

 

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当第３四

半期会計期間より平成19年４月１

日以降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

く減価償却の方法に変更しており

ます。これにより営業損失、経常

損失及び税引前第３四半期純損失

はそれぞれ12百万円増加しており

ます。

 

 

(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３四半期会計期間発生

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。
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項目

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(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３四半期発生額

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

３四半期会計期間より「賞与引

当金」として区分掲記しており

ます。

なお、前第３四半期会計期間の

未払費用に含まれている未払賞

与の金額は26百万円であります。

(3）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３四半期会計期間末

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。

(4）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

 

 

(6）金融先物取引責任準備金

　（旧商品取引責任準備金）

商品先物取引事故の損失に備え

るため、商品取引所法第221条の

規定に基づき同法施行規則に定

める額を計上しております。

また、金融先物取引法第81条の

規定に基づき計上しております。

 

 

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
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項目

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

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

「未収入金」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「未収入

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。
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会計処理の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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３四半期会計期間より「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13,677

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３四半期会計期間における第３四半期貸借

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）

当第３四半期会計期間より「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。

（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。

表示方法の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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）

前事業年度まで「その他の流動資産」に含め

て表示していた「未収入金」及び「その他の

流動負債」に含めて表示していた「未払金」

につきましては、重要性が増したため区分掲

記しております。なお、前第３四半期会計期

間の「未収入金」67百万円、「未払金」96百

万円及び前事業年度の「未収入金」126百万円

「未払金」29百万円であります。

―
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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、165百万円であります。

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計

額は196百万円であります。

※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３四
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

7,326 ― ― ―

短期
借入
金

― 316 ― 316

計 7,326 316 ― 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３四
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

9,445 ― 1,646 1,646

短期
借入
金

― 316 ― 316

計 9,445 316 1,646 1,963

※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３四半期貸借対

照表計上額によっております。

２．保管有価証券は第３四半期貸借対照

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4,261百万円、保管有価証券111

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３四半期貸借対

照表計上額によっております。

２．保管有価証券は第３四半期貸借対照

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2,166百万円、保管有価証券12百

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 235

信用取引借入金の本担保証券 7,471

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 17,440

信用取引借証券 150

受入証拠金代用有価証券 111

受入保証金代用有価証券 14,998

項目
金額

（百万円）

差入れた有価証券

信用取引貸証券 98

信用取引借入金の本担保証券 9,399

差入保証金代用有価証券 1,646

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 12,360

信用取引借証券 50

受入証拠金代用有価証券 12

受入保証金代用有価証券 9,843

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。

証券取引責任準備金

　証券取引法第51条 

金融先物取引責任準備金

　商品取引所法第221条

　金融先物取引法第81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。

証券取引責任準備金

　証券取引法第51条 
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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３四半

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 ―

差引額 3,125

なお、前第３四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３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３四半

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
2,625 百万円 

借入実行残高 ―

差引額 2,625

 

　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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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

3 ― 3

債券等・そ
の他のト
レーディン
グ損益

540 ― 540

債券等ト
レーディン
グ損益

540 ― 540

その他のト
レーディン
グ損益

― ― ―

計 543 ― 543

※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

338 52 390

債券等ト
レーディン
グ損益

395 △1 393

その他のト
レーディン
グ損益

△56 54 △2

計 341 52 394

※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３四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 27

無形固定資産 6

長期前払費用 1

計 35

※２．当第３四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 74

無形固定資産 150

長期前払費用 6

　計 231

※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２百

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７百

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、遊休資産の管

理費１百万円等であります。

※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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前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

─

 

※６．減損損失

当社は第３四半期会計期間において以下

の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。

─

場所 用途 種類
減損損失金額
（百万円）

東京都
港区

会議室
（処分予
定資産）

建物 24

器具
備品

11

合計 36

当社は、営業用店舗につきましては店舗

毎に継続的な収支の把握を行っているこ

とから本店及び各支店をグルーピングの

最小単位としております。また、賃貸用

不動産、遊休資産及び処分予定資産につ

きましては各資産をグルーピングの最小

単位としております。上記物件につきま

しては、賃借資産の見直しにより解約手

続きを決定したため資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当額減

少額を減損損失として特別損失に36百万

円計上いたしました。なお、当該資産グ

ループの回収可能価額は、正味売却価額

により測定しております。正味売却価額

は他の転用や売却が困難なことから零円

としております。
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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）

当第３四半期会計期間
増加株式数

（株）

当第３四半期会計期間
減少株式数

（株）

当第３四半期会計期間
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．新株予約権等に関する事項

　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）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四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３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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）

当第３四半期会計期間
増加株式数

（株）

当第３四半期会計期間
減少株式数

（株）

当第３四半期会計期間
末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 63,720 394 ― 64,114

合計 63,720 394 ― 64,114

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

（注）普通株式の株式数の増加394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３四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３四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）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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３四半期末残高と第３

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12月31日現在）

百万円

現金・預金勘定 583

預託金勘定 7,813

預入期間が３ヶ月を超える

預金・預託金

△275

顧客分別金信託 △5,785

現金及び現金同等物 2,335

現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３

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12月31日現在）

百万円

現金・預金勘定 4,292

預託金勘定 5,565

預入期間が３か月を超える

預金・預託金

△256

顧客分別金信託 △3,281

店頭外国為替取引信託 △2,481

現金及び現金同等物 3,838

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

当第３四半期会計期間に三貴商事株式会社より

事業承継いたしました資産及び負債の主な内訳

は次のとおりであります。

百万円

流動資産 39,574

固定資産 841

のれん 1,862

流動負債 39,606

固定負債 27

承継事業の現金及び現金同

等物残高
―

事業承継のための支出 2,645
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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３四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３四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 60 百万円

減価償却累計額相当額 24

第３四半期期末残高相当額 35

器具・備品

取得価額相当額 83 百万円

減価償却累計額相当額 33

第３四半期期末残高相当額 49

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３四半期期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四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 11 百万円

１年超 24

合計 36

１年内 15 百万円

１年超 34

合計 50

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 9 百万円

減価償却費相当額 8

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

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３四半期会計期間末（平成18年12月31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３四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３四半期貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 334

(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３四半期会計期間末（平成19年12月31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３四半期貸借対照表計上額（百万円） 当第３四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 502 ― △1

(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     

　南アランド 119 ― 121 △1

　買建     

　南アランド 90 ― 92 1

　香港ドル 69 ― 69 0

合　　　計 △0

(注）時価の算定方法は取引銀行から提示された価格によっております。

種類
契約額等

（百万円）

評価損益

（百万円）

通貨   

　外国為替証拠金取引   

　　売建 67,589 995

　　買建 66,976 △458

合　　　計 537

(注）評価損益欄はみなし決済損益を記載しております。なお、みなし決済損益は日々の時価評価により洗替え

を行い、損益計算書に計上しております。

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３四半期貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 3 3 0

合計 3 3 0

(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。
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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３四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。
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(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３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

　　　該当事項はありません。

２．当事業年度において存在したストック・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人数

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

株式の種類別のストック・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

権利行使価格（円） 54,400 137,000

付与日における公正な評価単価（円） ― ―

（持分法損益等）

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）、当第３四半期会計期間（自　平成19年

４月１日　至　平成19年12月31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３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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 214,654円29銭

１株当たり第３四半期純利

益金額
2,682円74銭

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
2,608円44銭

１株当たり純資産額 192,484円50銭

１株当たり第３四半期

純損失金額
15,890円12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

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金

額については、潜在株式は存在するものの１株

当たり第３四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３四半期（当期）純利益金額又は１株当たり第３四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。

項　目 
前第３四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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（当期）純利益金額又

は四半期純損失（△）
(百万円) 170 △1,016 149

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ― ―

普通株式に係る第３四半期

（当期）純利益又は四半期純

損失（△）

(百万円) 170 △1,016 149

期中平均株式数 (株) 63,720 63,978 63,720

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益

調整額
(百万円） ― ― ―

普通株式増加数 (株） 1,815 ― 1,675

（うち新株予約権）  (1,815) (―) (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）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

―

平成17年９月26日開催

の臨時株主総会決議及

び平成17年12月28日開

催の取締役会決議に基

づく新株予約権ストッ

クオプション（新株予

約権）は当第３四半期

末におきましては、退

職等により権利を喪失

しております。

―

（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３四半期決算概況資料

１．受入手数料

(1）科目別内訳

（単位：百万円）

 前第３四半期 当第３四半期
前年同期比
（％）

前期

委託手数料 1,421 1,076 75.7 1,888

（株　券） (1,407) (1,067) (75.8) (1,872)

（債　券） (0) (0) (37.3) (1)

（その他） (13) (8) (62.9) (14)

引受け・売出し手数料 19 21 110.4 22

（株　券） (19) (21) (110.4) (22)

（債　券） (―) (―) (―) (―)

募集・売出しの取扱手数料 118 117 99.3 166

その他の受入手数料 55 725 1,314.6 77

合計 1,614 1,940 120.2 2,154

(2）商品別内訳

（単位：百万円）

 前第３四半期 当第３四半期
前年同期比
（％）

前期

株券 1,447 1,104 76.3 1,921

債券 2 0 21.5 2

受益証券 165 180 109.0 230

その他 ― 655 ― ―

合計 1,614 1,940 120.2 2,154

２．トレーディング損益

（単位：百万円）

 前第３四半期 当第３四半期
前年同期比
（％）

前期

株券等 3 3 109.1 3

債券等 540 390 72.4 699

（債　券） (540) (393) (72.8) (699)

（その他） (―) (△2) (―) (―)

合計 543 394 72.6 702
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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３四半期 当第３四半期
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 194,573 247,315 209,157 203,631 107.5 82.3 307,444 346,543

  （自己） (26) (3,528) (2) (1,274) (7.1) (36.1) (27) (4,105)

  （委託） (194,547) (243,787) (209,155) (202,356) (107.5) (83.0) (307,417) (342,437)

委託比率（％) 99.9 98.6 99.9 99.4 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
７円17銭 　４円　82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３四半期 当第３四半期
前年同期比
（％）

前期

引受高

株券 (株数) 1 21 1,601.8 2

〃 (金額) 295 323 109.6 360

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) 34 20 58.3 34

〃 (金額) 421 314 74.5 475

債券 (額面金額) 11,591 7,838 67.6 15,615

受益証券 (額面金額) 3,960 4,489 113.4 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３四半期末 当第３四半期末 前期末

基本的項目 資本合計 （Ａ） 13,676 12,340 13,335

補完的項目 評価差額金（評価益）等 1 0 1

 証券取引責任準備金等 62 90 62

 一般貸倒引当金 5 7 5

 計 （Ｂ） 69 99 70

控除資産   （Ｃ） 1,130 4,593 1,145

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ） 12,614 7,846 12,260

リスク相当額 市場リスク相当額 0 58 0

 取引先リスク相当額 379 324 408

 基礎的リスク相当額 823 867 786

 計 （Ｅ） 1,203 1,249 1,195

自己資本規制比率 （Ｄ）／（Ｅ）×100（％） 1,048.4 627.7 1,025.3

６．役職員数

（単位：人）

 前第３四半期末 当第３四半期末 前期末

役員 8 10 9

従業員 212 206 202
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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)

当第２四半期
(19.７.１
19.９.30)

当第３四半期
(19.10.１
19.12.31)科目

営業収益 735 830 769 660 1,374

受入手数料 488 540 467 427 1,046

トレーディング損益 93 159 120 81 192

金融収益 91 94 150 125 99

その他の営業収益 61 35 31 25 35

金融費用 25 27 33 39 39

純営業収益 710 802 736 620 1,334

販売費・一般管理費 727 760 900 880 1,723

取引関係費 78 90 156 136 779

人件費 443 432 454 427 441

不動産関係費 109 119 142 183 203

事務費 53 67 79 67 74

減価償却費 13 13 15 20 195

租税公課 9 10 14 8 8

その他 21 25 38 36 20

営業損益 △17 42 △164 △259 △389

営業外収益 1 1 4 4 6

営業外費用 0 0 12 1 3

経常損益 △16 43 △172 △256 △386

特別利益 0 18 ― ― 2

特別損失 0 16 57 88 18

税引前当期純損益 △16 44 △229 △344 △402

法人税、住民税及び事業税 1 2 1 1 1

法人税等調整額 △37 64 16 18 ―

当期純損益 18 △21 △247 △364 △404
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