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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 3,187 (△14.0) 3,018 (△14.8) △721 ( － ) △669 ( － )

19年３月期第３四半期 3,705 (△30.0) 3,542 (△31.4) △397 ( － ) △343 ( － )

19年３月期 5,251 － 5,031 － △387 － △334 －

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 △905 ( － ) △45 27 － －

19年３月期第３四半期 △450 ( － ) △22 53 － －

19年３月期 △511 － △25 58 － －

(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 自己資本規制比率

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

20年３月期第３四半期 21,773 7,100 32.6 354 91 335.1

19年３月期第３四半期 29,424 8,095 27.5 404 67 329.6

19年３月期 30,490 8,039 26.4 401 88 346.4

(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 186 △96 △1,425 3,174

19年３月期第３四半期 △785 △290 △200 3,682

19年３月期 △273 △299 124 4,509
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

19年３月期第３四半期 － －

20年３月期第３四半期 － －

３．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）

　証券業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、通常の業績を適正に予想し、

開示することは極めて困難であります。そ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、当社は通常の業績予想を開示しておりません。それに代えて、四半期、中間および年間の業績速

報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速やかに開示いたします。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。
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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３四半期（平成19年４月から12月までの９ヶ月間）におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資が引続き

堅調に推移するなど、概ね回復基調であるものの、原油価格の高騰や住宅着工件数の減少、米国サブプライム問題など

から不透明感が強まってまいりました。

日本の株式市場は、６月上旬には日経平均株価が18,000円台を回復しましたが、８月の米国サブプライム問題による

世界同時株安以降は下落基調が続き、12月21日には一時15,000円割れの14,998円まで下落しました。結局、期末の日経

平均株価は３月末比約11％減の15,307円78銭となりました。

また、新興市場も低調な売買が続き、日経ジャスダック平均が３月末比約18％減の1,730.66ポイント、東証マザーズ

指数も約24％減の783.18ポイントとなりました。

このような状況の中、当社の経営成績の概要は次のとおりとなりました。

（受入手数料）

当第３四半期の受入手数料の合計は、19億23百万円（前年同期比22.8％減）となりました。これを科目別の内訳で

見ますと以下のとおりです。

・委託手数料

委託手数料は、株式相場の低迷に加えて業務停止の影響受けたため、株式の委託手数料が14億86百万円（前年同

期比18.0％減）と減少し、債券委託手数料等と合わせた合計で、14億91百万円（前年同期比18.1％減）となりまし

た。

・引受け・売出し手数料

引受け・売出し手数料は、10百万円（前年同期比75.2％減）となりました。

・募集・売出しの取扱手数料

募集・売出しの取扱手数料は、国内投信の取扱いは増加いたしましたが、外国投信の取扱いが減少したため、受

益証券の取扱手数料が２億38百万円（前年同期比24.9％減）と減少し、債券の取扱手数料も２百万円（前年同期比

98.9％減）と減少したため、合計で２億40百万円（前年同期比52.0％減）となりました。

・その他の受入手数料

その他の受入手数料は、国内投信の取扱いの増加に伴う信託報酬の増加等により、受益証券のその他受入手数料

が１億53百万円（前年同期比64.3％増）と増加したため、株式のその他受入手数料等と合わせた合計で、１億80百

万円（前年同期比42.1％増）となりました。

（トレーディング損益）

当第３四半期のトレーディング損益は、株券等のトレーディング益が７億48百万円（前年同期比5.6％減）と減少し

ましたが、債券等のトレーディング益が２億11百万円（前年同期比77.8％増）と増加したため、合計で９億60百万円

（前年同期比5.3％増）となりました。

（金融収支）

当第３四半期の金融収益は、３億２百万円（前年同期比0.7％増）となりましたが、金融費用が、支払利息の増加等

により１億68百万円（前年同期比3.5％増）と増加したため、金融収支は１億33百万円（前年同期比2.7％減）となり

ました。

（販売費・一般管理費）

当第３四半期の販売費・一般管理費は、リース料および管理保守費の増加により不動産関係費が４億76百万円（前

年同期比4.5％増）と増加しましたが、通信費および取引所・協会費の減少等に伴う取引関係費６億39百万円（前年同

期比12.3％減）および歩合外務員報酬の減少等による人件費18億12百万円（前年同期比6.6％減）と減少したため、37

億40百万円（前年同期比5.1％減）となりました。

（特別損益）

当第３四半期の特別損失は、証券取引等監視委員会の検査結果に基づく過怠金１億11百万円、投資有価証券評価損

64百万円、証券取引責任準備金繰入49百万円、固定資産除却損等５百万円を計上しました。
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２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

当社の資金の財源は、資本金を含む自己資金と保有有価証券の担保差入れによる金融機関からの借入れ、また、朝日

火災海上保険株式会社からの劣後ローンの借入れが主な財源となっております。その他、必要に応じて金融機関から流

動的な資金が調達できる体制を構築しております。

① 資産

当第３四半期末の資産合計は、前期末と比べ87億16百万円減少し217億73百万円となりました。その主な要因は、短

期差入保証金５億40百万円、自己売買取引に伴う経過勘定の約定見返勘定が４億25百万円増加いたしましたが、信用

取引資産65億79百万円、預託金が15億61百万円、現金・預金13億35百万円等の減少によるものであります。

② 負債

当第３四半期末の負債合計は、前期末と比べ77億77百万円減少し146億73百万円となりました。その主な要因は、信

用取引負債52億46百万円、短期借入金14億25百万円、受入保証金10億96百万円等の減少によるものであります。

③ 純資産

当第３四半期末の純資産合計は、前期末と比べ９億39百万円減少し、71億円となりました。その主な要因は、四半

期純損失９億５百万円の計上によるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、期首残高に比べて13億35百万円減少し、31億74百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、１億86百万円の増加（前第３四半期は７億85百万円の減

少)となりました。これは主として、税引前当期純損失の計上８億99百万円および預り金、受入金の減少９億４百万円、

短期差入保証金の増加５億40百万円、その他資産の増加３億２百万円による支出が生じた一方で、預託金、立替金の

減少15億25百万円、信用取引資金の増加13億33百万円の収入が生じたこと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）

当第３四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の減少（前第３四半期は２億90百万円の減少）と

なりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出63百万円、有形固定資産の取得による支出33百万円に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、14億25百万円の減少（前第３四半期は２億円の減少)となり

ました。これは、短期借入金の減少によるものであります。

３．その他

（１）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　賞与引当金の算定方法について、簡便な方法を採用しております。

（２）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正に伴い、当期より、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。

これによる営業利益、経常利益および税引前四半期純利益への影響は軽微であります。
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４．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

　流動資産      

現金・預金 3,682,286 3,174,710   4,509,779

預託金 4,052,298 2,617,565   4,179,035

顧客分別金信託 3,961,508 2,526,775   4,088,245

その他の預託金 90,790 90,790   90,790

トレーディング商品 479,546 16,904   －

商品有価証券等 479,546 16,904   －

約定見返勘定 631,761 548,810   123,402

信用取引資産 15,982,773 10,631,606   17,211,338

信用取引貸付金 14,826,543 10,171,762   16,934,446

信用取引借証券担保金 1,156,230 459,843   276,891

有価証券担保貸付金 675 －   1,798

立替金 158,349 27,651   16,362

短期差入保証金 52,984 592,000   52,000

短期貸付金 4,745 2,345   4,320

前払金 12,972 9,098   －

前払費用 32,777 40,566   53,176

未収入金 45,497 43,551   41,430

未収収益 200,451 132,756   211,114

貸倒引当金 △16,338 △15,591   △18,464

流動資産計 25,320,780 17,821,975 △7,498,804 △29.6 26,385,295
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

　固定資産      

有形固定資産 2,060,062 2,023,774   2,042,879

建物 372,332 352,570   366,394

器具備品 104,396 87,870   93,152

土地 1,583,333 1,583,333   1,583,333

無形固定資産 105,001 129,245   95,422

借地権 2,487 2,487   2,487

電話加入権 23,926 23,923   23,923

ソフトウェア 78,319 102,673   68,770

その他の無形固定資産 268 161   241

投資その他の資産 1,938,431 1,798,825   1,967,019

投資有価証券 1,293,417 1,144,882   1,302,025

関係会社株式 1,500 1,500   1,500

その他の関係会社有価証
券

100,000 129,790   100,000

出資金 2,020 2,020   2,020

従業員長期貸付金 65,689 60,395   64,850

長期差入保証金 376,236 356,968   391,532

長期前払費用 2,108 4,994   6,396

その他 209,010 262,705   238,390

貸倒引当金 △111,550 △164,431   △139,695

固定資産計 4,103,495 3,951,845 △151,650 △3.7 4,105,322

資産合計 29,424,276 21,773,820 △7,650,455 △26.0 30,490,618
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

　流動負債      

トレーディング商品 479,546 16,904   －

商品有価証券等 479,546 16,904   －

信用取引負債 10,486,727 7,451,748   12,698,325

信用取引借入金 9,461,539 7,070,974   11,929,748

信用取引貸証券受入金 1,025,188 380,774   768,577

有価証券担保借入金 961,605 308,441   519,028

預り金 2,623,301 2,325,034   2,133,369

受入保証金 2,748,035 1,531,120   2,627,547

短期借入金 2,150,000 1,050,000   2,475,000

未払金 62,694 176,922   86,983

未払費用 223,442 189,329   270,407

未払法人税等 5,625 7,232   12,485

賞与引当金 45,000 34,786   73,126

その他 1,207 630   1,050

　　流動負債計 19,787,186 13,092,149 △6,695,036 △33.8 20,897,322

　　固定負債      

長期借入金 1,000,000 1,000,000   1,000,000

繰延税金負債 46,857 27,176   50,348

退職給付引当金 125,747 118,338   113,030

その他 38,000 34,000   38,000

　　固定負債計 1,210,605 1,179,514 △31,090 △2.6 1,201,378

　特別法上の準備金      

証券取引責任準備金 330,722 401,961   352,019

　　特別法上の準備金計 330,722 401,961 71,238 21.5 352,019

負債合計 21,328,514 14,673,626 △6,654,887 △31.2 22,450,721
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）      

　株主資本      

資本金 3,251,856 3,251,856 － 0.0 3,251,856

資本剰余金      

資本準備金 1,204,043 1,204,043   1,204,043

資本剰余金計 1,204,043 1,204,043 － 0.0 1,204,043

利益剰余金      

利益準備金 503,860 503,860   503,860

その他利益剰余金 3,070,258 2,103,643   3,009,276

役員退職慰労積立金 162,174 162,174   162,174

建物圧縮積立金 93,538 88,437   92,202

特別償却準備金 818 163   654

別途積立金 3,249,313 2,754,245   3,249,313

繰越利益剰余金 △435,585 △901,376   △495,067

利益剰余金計 3,574,118 2,607,503 △966,614 △27.0 3,513,136

自己株式 △2,954 △3,052 △98 － △2,954

　　　株主資本計 8,027,064 7,060,350 △966,713 △12.0 7,966,082

　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 68,697 39,843 △28,853 △42.0 73,814

　　評価・換算差額等計 68,697 39,843 △28,853 △42.0 73,814

純資産合計 8,095,761 7,100,194 △995,567 △12.3 8,039,896

負債純資産合計 29,424,276 21,773,820 △7,650,455 △26.0 30,490,618
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

営業収益      

受入手数料 2,492,815 1,923,699   3,552,465

委託手数料 1,820,191 1,491,218   2,705,241

引受け・売出し手数料 43,929 10,881   51,977

募集・売出しの取扱手数料 501,439 240,722   604,934

その他 127,255 180,878   190,311

トレーディング損益 912,559 960,695   1,297,665

金融収益 300,609 302,687   401,404

営業収益計 3,705,985 3,187,082 △518,902 △14.0 5,251,536

金融費用 163,086 168,859 5,773 3.5 219,624

純営業収益 3,542,898 3,018,222 △524,676 △14.8 5,031,911

販売費・一般管理費      

取引関係費 729,965 639,974   966,393

人件費 1,940,252 1,812,323   2,654,122

不動産関係費 455,610 476,192   627,303

事務費 622,159 614,880   857,607

減価償却費 85,147 74,904   108,009

租税公課 23,401 23,454   54,186

貸倒引当金繰入 － 21,462   46,084

その他 83,881 76,995   105,458

販売費・一般管理費計 3,940,419 3,740,188 △200,231 △5.1 5,419,166

営業利益（△損失） △397,520 △721,965 △324,444 － △387,254

営業外収益 56,058 59,874 3,815 6.8 57,895

営業外費用 1,545 6,965 5,420 350.8 5,123

経常利益（△損失） △343,007 △669,056 △326,049 － △334,481

特別利益 26,347 － △26,347 △100.0 －

特別損失 104,644 230,864 126,220 120.6 145,896

税引前四半期（当期）純利益
（△損失）

△421,303 △899,921 △478,618 － △480,378

法人税、住民税及び事業税 5,736 5,710 △25 △0.5 7,643

過年度法人税等 23,644 － 23,644 － 23,644

法人税等調整額 － － － － －

四半期（当期）純利益（△損
失）

△450,684 △905,632 △454,947 － △511,666

丸八証券株式会社（8700）平成 20 年３月期　第 3四半期財務・業績の概況

－ 9 －



(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

 　前第３四半期（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

    株主資本   
評価・換算

差額等 
 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

 資本準備金 利益準備金
その他利益剰

余金（注） 
 

平成18年３月31日残高

（千円）
3,251,856 1,204,043 503,860 3,777,009 △2,696 8,734,072 91,939 8,826,011

第３四半期の変動額         

利益処分による利益配当    △200,066  △200,066  △200,066

利益処分による役員賞与    △56,000  △56,000  △56,000

四半期純利益    △450,684  △450,684  △450,684

自己株式の取得     △257 △257  △257

株主資本以外の項目の第３四

半期の変動額合計
      △23,241 △23,241

第３四半期の変動額合計

（千円）
－ － － △706,750 △257 △707,008 △23,241 △730,249

平成18年12月31日残高

（千円）
3,251,856 1,204,043 503,860 3,070,258 △2,954 8,027,064 68,697 8,095,761

  （注）その他利益剰余金の内訳

 
役員退職

慰労積立金

建物圧縮

積 立 金

特別償却

準 備 金

別　途

積立金

繰越利益

剰 余 金
合     計

平成18年３月31日残高(千円) 172,774 104,806 1,964 2,935,569 561,895 3,777,009

第３四半期の変動額       

利益処分による利益配当     △200,066 △200,066

利益処分による役員賞与     △56,000 △56,000

利益処分による別途積立金の

積立
   313,744 △313,744 －

利益処分による建物圧縮積立

金の取崩
 △7,259   7,259 －

利益処分による特別償却準備

金の取崩
  △654  654 －

役員退職慰労積立金の取崩 △10,600    10,600 －

建物圧縮積立金の取崩  △4,007   4,007 －

特別償却準備金の取崩   △491  491 －

四半期純利益     △450,684 △450,684

第３四半期の変動額合計

(千円)
△10,600 △11,267 △1,145 313,744 △997,481 △706,750

平成18年12月31日残高(千円) 162,174 95,538 818 3,249,313 △435,585 3,070,258
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 　当第３四半期（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

    株主資本   
評価・換算

差額等 
 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

 資本準備金 利益準備金
その他利益剰

余金（注） 
 

平成19年３月31日残高

（千円）
3,251,856 1,204,043 503,860 3,009,276 △2,954 7,966,082 73,814 8,039,896

第３四半期の変動額

四半期純利益    △905,632  △905,632  △905,632

自己株式の取得     △98 △98  △98

株主資本以外の項目の第３四

半期の変動額合計
      △33,971 △33,971

第３四半期の変動額

合計        （千円）
－ － － △905,632 △98 △905,731 △33,971 △939,702

平成19年12月31日残高

（千円）
3,251,856 1,204,043 503,860 2,103,643 △3,052 7,060,350 39,843 7,100,194

  （注）その他利益剰余金の内訳

 
役員退職

慰労積立金

建物圧縮

積 立 金

特別償却

準 備 金

別　途

積立金

繰越利益

剰 余 金
合     計

平成19年３月31日残高(千円) 162,174 92,202 654 3,249,313 △495,067 3,009,276

第３四半期の変動額

別途積立金の積立    △495,067 495,067 －

建物圧縮積立金の取崩 △3,765 3,765 －

特別償却準備金の取崩 △491 491 －

四半期純利益     △905,632 △905,632

第３四半期の変動額合計

(千円)
－ △3,765 △491 △495,067 △406,308 △905,632

平成19年12月31日残高(千円) 162,174 88,437 163 2,754,245 △901,376 2,103,643
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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）

    株主資本   
評価・換算

差額等 
 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

 資本準備金 利益準備金
その他利益剰

余金（注） 
 

 平成18年３月31日残高

（千円）
3,251,856 1,204,043 503,860 3,777,009 △2,696 8,734,072 91,939 8,826,011

 事業年度中の変動額         

  利益処分による利益配当    △200,066  △200,066  △200,066

  利益処分による役員賞与    △56,000  △56,000  △56,000

  当期純利益    △511,666  △511,666  △511,666

  自己株式の取得     △257 △257  △257

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額合計
      △18,124 △18,124

 事業年度中の変動額

合計          （千円）
－ － － △767,732 △257 △767,990 △18,124 △786,114

 平成19年３月31日残高

（千円）
3,251,856 1,204,043 503,860 3,009,276 △2,954 7,966,082 73,814 8,039,896

  （注）その他利益剰余金の内訳

 
役員退職

慰労積立金

建物圧縮

積 立 金

特別償却

準 備 金

別　途

積立金

繰越利益

剰 余 金
合     計

 平成18年３月31日残高

(千円)
172,774 104,806 1,964 2,935,569 561,895 3,777,009

 事業年度中の変動額       

  利益処分による利益配当     △200,066 △200,066

  利益処分による役員賞与     △56,000 △56,000

  利益処分による別途積立金

  の積立
   313,744 △313,744 －

  利益処分による建物圧縮積

  立金の取崩
 △7,259   7,259 －

  利益処分による特別償却準

  備金の取崩
  △654  654 －

  役員退職慰労積立金の取崩 △10,600    10,600 －

  建物圧縮積立金の取崩  △5,343   5,343 －

  特別償却準備金の取崩   △654  654 －

  当期純利益     △511,666 △511,666

 事業年度中の変動額合計

(千円)
△10,600 △12,603 △1,309 313,744 △1,056,963 △767,732

 平成19年３月31日残高

(千円)
162,174 92,202 654 3,249,313 △495,067 3,009,276
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期(当期)純利益（△損失） △421,303 △899,921 △480,378

減価償却費 85,147 74,904 108,009

貸倒引当金の増加(△減少)額 △26,347 21,862 3,923

証券取引責任準備金の増加(△減少)額 53,044 49,941 74,341

退職給付引当金の増加(△減少)額 △433 5,307 △13,160

受取利息及び受取配当金 △53,293 △60,623 △57,948

支払利息 46,459 49,309 63,412

固定資産除却損 － 2,911 19,955

投資有価証券評価損 － 64,500 －

過怠金 41,000 111,000 41,000

貸付金の(△増加)減少額 5,666 1,975 6,091

預託金、立替金の(△増加)減少額 2,047,015 1,525,866 2,032,885

短期差入保証金の（△増加）減少額 － △540,000 －

預り金、受入金の増加(△減少)額 △1,781,631 △904,761 △2,392,051

トレーディング商品の(△増加)減少額 994 － 994

信用取引資産・負債の増減額 △444,726 1,333,154 538,306

有価証券担保借入金増加(△減少)額 961,605 △210,587 519,028

その他の資産の(△増加)減少額 △502,589 △302,328 △25,368

その他の負債の増加(△減少)額 △157,791 △34,433 △59,900

役員賞与の支払額 △56,000 － △56,000

小計 △203,193 288,078 323,138

利息及び配当金の受取額 53,293 60,623 57,948

利息の支払額 △43,708 △47,969 △62,728

過怠金の支払額 △41,000 △111,000 △41,000

法人税等の支払額 △551,083 △3,591 △551,280

営業活動によるキャッシュ・フロー △785,692 186,141 △273,922
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前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △50,379 △33,324 △45,894

有形固定資産の売却による収入 － 10 －

無形固定資産の取得による支出 △29,457 △63,530 △43,136

投資有価証券の取得による支出 △115,000 － △115,000

関係会社株式の取得による支出 △1,500 － △1,500

その他の関係会社有価証券の取得による支出 △100,000 － △100,000

貸付金による支出 △1,200 △4,000 △1,200

貸付金の回収による収入 11,757 8,455 12,596

保証金の差入による支出 △6,687 △15,125 △7,839

差入保証金の返還による収入 1,706 11,404 2,062

投資活動によるキャッシュ・フロー △290,761 △96,111 △299,912

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額 － △1,425,000 325,000

自己株式の取得による支出 △257 △98 △257

配当金の支払額 △199,861 － △199,987

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,119 △1,425,098 124,754

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少） △1,276,573 △1,335,068 △449,079

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,958,859 4,509,779 4,958,859

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 3,682,286 3,174,710 4,509,779
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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

１．トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準および評価方法

トレーディング商品に属する有価証券およびデリバティブ取引等については、時価法を採用し、売却原価は移動平

均法により算定しております。

２．トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準および評価方法

（1）関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。 

（2）その他の関係会社有価証券

当社の関係会社に該当する投資事業組合等への出資については、当該組合等の純資産及び収益・費用を当

社の出資持分割合に応じて、その他の関係会社有価証券（固定資産）及び収益・費用として計上しておりま

す。

（3）その他有価証券

①　時価のあるもの

第３四半期決算日の市場価格等に基づく時価をもって四半期貸借対照表価額とし、取得原価ないし償却原

価との評価差額を全部純資産直入する方法により処理し、売却原価は、移動平均法によっております。

②　時価のないもの

移動平均法による原価法ないし償却原価法によっております。

なお、投資事業組合等への出資については、当該組合等の純資産及び収益・費用を当社の出資持分割合に

応じて、投資有価証券（固定資産）及び収益・費用として計上しております。

３．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法)を採用して

おります。

なお、主な耐用年数は、建物が３年～50年であります。

（少額減価償却資産）

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採用しております。

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数については、社内における利用可能期間(５年)に基づいており

ます。

４．引当金および準備金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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不能見込み額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、簡便的に計算した賞与支給見込額の当第３四半期負担額を見積

計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当第３四半期末における退職給付債務および年金資産に基づき、当第３

四半期末において発生していると認められる額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、金融商品取引法附則第40条に従い、旧証券取引法第51条に定めるとこ

ろにより算出した額を計上しております。

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。
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６．ヘッジ会計の方法

外国証券の購入および売却の取次ぎにより生じる債権債務をヘッジ対象として、約定日に支払および受取キャッシュ

フローを確定するために、ヘッジ手段として為替予約契約を締結しております。なお、当第３四半期における為替予

約については振当処理の要件を充足しているため、すべて振当処理を行っております。

７．四半期キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金および取得日から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としております。

８．消費税等の会計処理の方法

税抜き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、流動資産の「未収入金」

に含めて表示しております。
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平成20年３月期第３四半期　決算資料

 

１．受入手数料

(1）科目別内訳

 前第三四半期（千円） 当第三四半期（千円） 前期比（％）

委託手数料 1,820,191 1,491,218 81.9

（株券） (1,812,237) (1,486,655) (82.0)

（債券） (1,941) (1,473) (75.9)

（受益証券） (6,011) (3,089) (51.4)

引受け・売出し手数料 43,929 10,881 24.8

（株券） (43,929) (9,847) (22.4)

（債券） ( － ) (1,033) －

募集・売出しの取扱手数料 501,439 240,722 48.0

（株券） (1,718) (51) (3.0)

（債券） (181,816) (2,010) (1.1)

（受益証券） (317,904) (238,660) (75.1)

その他の受入手数料 127,255 180,878 142.1

（株券） (24,492) (19,193) (78.4)

（債券） (501) (899) (179.4)

（受益証券） (93,370) (153,435) (164.3)

（その他） (8,891) (7,350) (82.7)

合計 2,492,815 1,923,699 77.2

(2）商品別内訳

 前第三四半期（千円） 当第三四半期（千円） 前期比（％）

株券 1,882,377 1,515,747 80.5

債券 184,259 5,416 2.9

受益証券 417,286 395,185 94.7

その他 8,891 7,350 82.7

合計 2,492,815 1,923,699 77.2

２．トレーディング損益

 前第三四半期（千円） 当第三四半期（千円） 前期比（％）

株券等 793,454 748,947 94.4

債券等 119,104 211,748 177.8

合計 912,559 960,695 105.3

丸八証券株式会社（8700）平成 20 年３月期　第 3四半期財務・業績の概況

－ 17 －



 ３.　自己資本規制比率

   前第三四半期（百万円） 当第三四半期（百万円） 

   固定化されていない自己資本の額　　 （Ａ） 5,920 5,158

   リ  ス  ク  相  当  額　  (Ｂ) 1,796 1,539

 市場リスク相 当 額  29 23

 取引先リスク相当額  324 216

 基礎的リスク相当額  1,442 1,299

 　自 己 資 本 規 制 比 率

　 (Ａ)　/　(Ｂ)　×　１００　
％ 329.6 335.1
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四半期損益計算書の推移表

 (単位:百万円) 

科目

前第１四半期

自18.４.１

至18.６.30

前第２四半期

自18.７.１

至18.９.30

前第３四半期

自18.10.１

至18.12.31

前第４四半期

自19.１.１

至19.３.31

当第１四半期

自19.４.１

至19.６.30

当第２四半期

自19.７.１

至19.９.30

当第３四半期

自19.10.１

至19.12.31

営業収益 1,271 1,146 1,288 1,545 1,334 1,087 765

受入手数料 899 697 895 1,059 874 681 368

金融収益 111 102 86 100 112 109 80

トレーディング

損益
260 346 305 385 347 296 316

金融費用 45 69 48 56 60 58 49

純営業収益 1,226 1,076 1,239 1,489 1,273 1,028 715

販売費・一般管理

費
1,351 1,279 1,309 1,478 1,278 1,247 1,214

取引関係費 251 248 230 236 200 218 221

人件費 679 608 652 713 637 582 592

不動産関係費 139 154 161 171 156 164 155

事務費 216 199 205 235 216 205 193

減価償却費 26 28 29 22 23 25 25

租税公課 7 7 8 30 10 7 4

その他 30 31 22 67 33 44 21

営業利益 △125 △202 △69 10 △4 △218 △498

営業外収益 50 3 1 1 56 1 2

営業外費用 0 0 0 3 1 5 0

経常利益 △75 △199 △68 8 50 △223 △496

特別利益 21 1 2 △26 － － －

特別損失 29 17 58 41 19 84 127

税引前四半期純利

益
△82 △215 △123 △59 31 △308 △623

法人税、住民税及

び事業税
1 1 1 1 1 2 1

過年度法人税等 － 23 － － － － －

法人税等調整額 － － － － － － －

四半期純利益 △84 △240 △125 △60 29 △310 △624
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