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１．平成21年３月期第１四半期の業績（平成20年４月１日　～　平成20年６月30日）

(1）経営成績（累計） （％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 ％

21年３月期第１四半期 1,585 ― 1,563 ― △35 ― △29 ―

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

四半期
純利益

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 △35 ― △548 44 ― ―

20年３月期第１四半期 △247 ― △3,879 24 ― ―

(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

21年３月期第１四半期 78,139 11,962 15.3 186,582 8

20年３月期 77,397 11,997 15.5 187,126 34

（参考）自己資本 21年３月期第１四半期 11,962百万円 20年３月期 11,997百万円

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

20年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年３月期 ― ― ― ― 0.00

21年３月期（予想） ― 0.00 ― ― ―

（注）配当予想の当四半期における修正の有無　：  無

３．平成21年３月期の第２四半期業績予想（平成20年７月１日～平成20年９月30日）

（％表示は対前年同四半期増減率）

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

21年３月期第２四半期

（20年７月１日～20年９月30日）
1,622 145.8 0 ― 0 ― 0 ― ― ―

(注）業績予想の数値の当四半期における修正の有無　：  無
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４．その他

(1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　　：　無

(2）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重

要な事項等の変更に記載されるもの）　　　　　　　　　　　　　

①会計基準等の改正に伴う変更　　　　　　　　　　　　 ：　有

②①以外の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：　有

[詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】　４．その他をご覧ください。]

(3) 発行済株式数（普通株式）　　　　　　　　　　　

①期末発行済株式数（自己株式を含む）21年３月期第１四半期　64,114株　20年３月期　　　　　　64,114株

②期末自己株式数　　　　　　　　　　21年３月期第１四半期　 　― 株　20年３月期　  　　　　　 ― 株

③期中平均株式数（四半期累計期間）　21年３月期第１四半期　64,114株　20年３月期第１四半期　63,741株

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）は適用しております。

２．配当の状況における、１株当たり配当金襴の期末及び年間につきましては、現時点において当事業年度の業績予

想を適正に行うことが困難であるため、業績の推移を勘案しつつ予想額の開示が可能になった時点で速やかに開

示いたします。

３．当社の業績は、市況環境の変動の影響を大きく受ける傾向にあるため、通期の業績予想に代えて翌四半期毎の業

績予想を行ってまいります。
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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

　当第1四半期のわが国経済は、海外経済の減速や原油をはじめとする商品価格の高騰などの影響を受けて、先行き

に対する不透明感が強まる展開となりました。

　こうしたなか、東京株式市場は、米大手証券会社ベアー・スターンズの救済によって金融不安が後退したとの見方

から戻り歩調を辿り、日経平均株価は一時14,000円台を回復しました。特に、金融不安でリスク許容力が低下し、日

本株の投資ポジションを大きく落としていた外国人投資家が積極的に買い戻しを進めました。また、原油価格の高騰

で世界的にインフレ懸念が台頭するなか、インフレに対する日本経済の相対的な強さも再評価される形となりました。

 　このような状況のもと、当第1四半期の営業収益は、株式・債券の受入手数料に、昨年10月より開始したオンライ

ン事業に係る収益が加わり、合計で15億85百万円（前年同期比205.9％）となりました。一方、販売費・一般管理費

は15億99百万円（同177.6％）となりました結果、営業損失は35百万円（前年同四半期１億64百万円）、経常損失は

29百万円（同１億72百万円）、四半期純損失は35百万円（同２億47百万円）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１四半期の受入手数料の合計は11億23百万円（前年同期比240.6％）となりました。内訳は以下のとおりで

あります。

① 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21億78百万株（前年同期比95.5％）、同売買代金は、2兆5,225億

31百万円（同82.2％）となりましたが、当社の受託売買代金は387億96百万円（同48.6％）となりました。株式

委託手数料収入は2億76百万円（同68.8％）となり、その他債券委託手数料等を加えた委託手数料合計は２億78

百万円（同68.6％）となりました。

② 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3億56百万円（前年同期比95.5％）となり、その他債

券を加えた募集・売出しの取扱手数料合計は7百万円（同19.6％）となりました。

③ その他の受入手数料

主としてオンライン事業による金融先物取引及び商品先物取引の手数料を計上しており、当第１四半期におけ

るその他の受入手数料の合計は8億38百万円（前年同期比4,000.6％）となりました。

（２）トレーディング損益

当第1四半期におけるトレーディング損益は、外国債券の販売、オンライン事業による金融先物取引等により、

合計で3億45百万円（前年同期比286.4％）の利益となりました。

（３）金融収支

当第1四半期における金融収益は、受取配当金が増加した一方、信用取引貸付金残高が減少したこと等により、

1億６百万円（前年同期比71.0％）となりました。金融費用21百万円（同62.8％）を差し引いた金融収支は85百万

円（同73.4％）となりました。

（４）販売費・一般管理費

当第1四半期における販売費・一般管理費は、広告宣伝費の増加、オンライン事業の開始に伴う取引関係費、減

価償却費（のれん償却を含む）等により、合計で15億99百万円（前年同期比177.6％）となりました。
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２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末の総資産合計は781億39百万円（前事業年度末比100.9％）となり、前事業年度末より７億41百万

円増加いたしました。

　流動資産につきましては、信用取引資産が前事業年度末より15億35百万円減少した一方、主にオンライン事業に

かかる短期差入保証金等が増加した結果、前事業年度末より８億34百万円増加し、739億9百万円（同101.1％）と

なりました。

　固定資産につきましては減価償却等により、前事業年度末より92百万円減少し、42億30百万円（同97.8％）とな

りました。

　負債合計は、信用取引負債が10億12百万円減少した一方、主としてオンライン事業にかかる受入保証金が増加し

たこと等により、前事業年度末より7億76百万円増加し、合計で661億76百万円（同101.1％）となりました。

　純資産合計は119億62百万円（同99.7％）となり、前事業年度末より34百万円減少いたしました。主な要因は、

四半期純損失35百万円を計上したこと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の残高は、期首残高に比べ１億60百万円増加し31億37百万円となり

ました。当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、２億99百万円の収入となりました。主な内訳は信用取引資産と信用取

引負債の差額５億22百万円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、１億35百万円の支出となりました。主な内訳は有形及び無形固定資産

の取得１億77百万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、３百万円の支出となりました。主な内訳は、リース債務の返済による

ものであります。

（３）資金使途の変更について

当社は、平成18年３月６日の上場時に実施いたしました新株発行による「手取金の使途」について、信用取引業

務の拡大に伴う運転資金に充当することとしておりました。しかしながら、当社を取り巻く環境が変化したこと等

から、調達資金を効果的に活用し、さらなる事業価値の向上を図る目的で、新規事業等への投資、事業拡大のため

の運転資金としても充当してまいります。
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３．業績予想に関する定性的情報

当社の業績は、市況環境の変動の影響を大きく受ける傾向にあるため、通期の業績予想に代えて翌四半期の業績予

想を開示しております。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

適用しておりません。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当事業年度より、「四半期財務諸表等に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表等を作成しております。

（３）最近会計年度からの会計処理の変更

１．リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会会社制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始

する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることとなったことに伴い、当第１四半期会計期間

から、これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

２．金融商品取引責任準備金

前事業年度より、金融商品取引法が施行されたことに伴い、従来、旧証券取引法第51条に基づき計上されてい

た「証券取引責任準備金」及び、旧金融先物取引法第81条に基づき計上されていた「金融先物取引責任準備金」

について、「金融商品責任準備金」として、金融商品取引法第46条の５の規定に基づき金融商品取引業に関する

内閣府令第175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。

なお、当該変更が損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 5,507 4,350

預託金 6,021 4,599

トレーディング商品 466 490

商品有価証券等 466 490

信用取引資産 8,793 10,329

信用取引貸付金 8,356 10,229

信用取引借証券担保金 437 99

短期差入保証金 46,032 40,877

未収入金 6,556 11,724

未収収益 129 130

その他の流動資産 428 589

貸倒引当金 △26 △16

流動資産合計 73,909 73,074

固定資産   

有形固定資産 ※1  493 ※1  466

無形固定資産   

のれん 1,596 1,690

ソフトウエア 1,188 1,163

その他 53 54

無形固定資産合計 2,838 2,908

投資その他の資産 ※2  900 ※2  953

貸倒引当金 △2 △4

固定資産合計 4,230 4,323

資産合計 78,139 77,397

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 339 443

信用取引負債 5,274 6,287

信用取引借入金 4,730 6,165

信用取引貸証券受入金 543 122

預り金 3,769 2,172

受入保証金 51,028 45,355

未払金 5,181 10,520

未払費用 275 347

未払法人税等 ※3  9 ※3  13

賞与引当金 16 40

その他の流動負債 13 0

流動負債合計 65,907 65,181
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

固定負債   

退職給付引当金 89 90

長期未払金 26 26

リース債務 48 －

その他の固定負債 0 0

固定負債合計 164 117

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 － ※4  63

金融商品取引責任準備金 ※4  102 －

商品取引責任準備金 ※4  2 ※4  1

金融先物取引責任準備金 － ※4  35

特別法上の準備金合計 104 101

負債合計 66,176 65,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,965 5,965

資本剰余金 5,067 5,067

利益剰余金 929 964

株主資本合計 11,962 11,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

評価・換算差額等合計 0 0

純資産合計 11,962 11,997

負債・純資産合計 78,139 77,397
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業収益  

受入手数料 1,123

委託手数料 278

引受け・売出し手数料 －

募集・売出しの取扱手数料 7

その他 838

トレーディング損益 ※1  345

金融収益 106

その他の営業収益 8

営業収益計 1,585

金融費用 21

純営業収益 1,563

販売費・一般管理費 1,599

取引関係費 652

人件費 404

不動産関係費 224

事務費 71

減価償却費 204

租税公課 ※2  15

その他 25

営業損失（△） △35

営業外収益 9

営業外費用 3

経常損失（△） △29

特別損失  

金融商品取引責任準備金繰入れ 2

商品取引責任準備金繰入額 0

特別損失計 3

税引前四半期純損失（△） △32

法人税、住民税及び事業税 ※3  2

四半期純損失（△） △35
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △32

減価償却費 204

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △63

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 102

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 0

金融先物取引責任準備金増減額（△は減少） △35

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △23

受取利息及び受取配当金 △56

支払利息 0

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △1,630

金融先物取引信託金の増減額 △861

トレーディング商品の増減額 24

約定見返勘定の増減額（△は増加） △104

信用取引資産の増減額（△は増加） 1,535

信用取引負債の増減額（△は減少） △1,012

立替金の増減額（△は増加） 47

短期差入保証金の増減額（△は増加） △5,155

預り金の増減額（△は減少） 1,597

受入保証金の増減額（△は減少） 5,672

未払費用の増減額（△は減少） △68

その他 87

小計 234

利息及び配当金の受取額 56

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 9

営業活動によるキャッシュ・フロー 299

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取得による支出 △177

差入保証金の回収による収入 47

差入保証金の差入による支出 △7

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △135

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △3

配当金の支払額 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 160

現金及び現金同等物の期首残高 2,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,137

- 4-



当事業年度より、「四半期財務諸表等に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表等を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20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 ※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額

百万円

建物 108

器具・備品 169

計 277

百万円

建物 100

器具・備品 136

計 237

※２．担保に供されている資産の状況 ※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
会計期間末

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 4,730 ― ― ―

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 6,165 ― 1,096 1,096

（注）１．上記表の金額は、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2,115百万円、保

管有価証券15百万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。

（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1,359百万円、保

管有価証券16百万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。

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 550

信用取引借入金の本担保証券 4,589

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 7,420

信用取引借証券 416

受入証拠金代用有価証券 15

受入保証金代用有価証券 5,068

項目
金額

(百万円)

差入れた有価証券

信用取引貸証券 126

信用取引借入金の本担保証券 6,045

差入保証金代用有価証券 1,096

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 8,448

信用取引借証券 98

受入証拠金代用有価証券 16

受入保証金代用有価証券 6,231

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 ※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額

住　民　税 2 百万円

事　業　税 7

計 9

住　民　税 3 百万円

事　業　税 10

計 13

－ 2 －



当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※４．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。

金融商品取引責任準備金　　　金融商品取引法第46条の５第１項

商品取引責任準備金　　　　　商品取引所法第221条

※４．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。

証券取引責任備金　　     旧証券取引法第51条

商品取引責任準備金　　　 商品取引所法第221条

 金融先物取引責任準備金　 旧金融先物取引法第81条

５．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
2,625

百万円

借入実行残高 ―

差引額 2,625

５．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

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
2,625

百万円

借入実行残高 ―

差引額 2,625

－ 3 －



（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30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 △0 ― △0

債券等・その他のトレーディ
ング損益

760 △415 345

 
債券等トレーディング損
益

198 △13 185

 
その他のトレーディング
損益

562 △401 160

計 760 △415 345

※２．当第１四半期累計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 40  

無形固定資産 156  

長期前払費用 7  

計 204  

※３．法人税、住民税及び事業税

住民税 ２百万円

－ 4 －



（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
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

現金及び現金同等物の四半期末残高と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20年６月30日現在）　　　　　百万円
現金・預金勘定 5,507

預託金勘定 6,021

預入期間が３ヶ月を超える預
金・預託金

△226

顧客分別金信託 △8,164

現金及び現金同等物 3,137

 

－ 5 －



（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　64,114株

前事業年度末と同じであります。

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

－ 6 －



（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）

前事業年度末と比べ著しい変動はありません。

－ 7 －



（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）

下記のデリバティブ取引が、当社の営む相対での外国為替証拠金取引事業の運営において重要なものとなっており、

かつ前事業年度末日に比べて著しい変動が生じております。

（顧客との取引）

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 21,065 646

買建 8,850 248

 合　　計 894

 （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。

（カウンターパーティーとの取引）

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 1,303 54

買建 13,519 △105

 合　　計 △51

 （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。

－ 8 －



（持分法損益関係）

当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

－ 9 －



（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間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．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

－ 10 －



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 186,582円８銭 １株当たり純資産額 187,126円34銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額

（△）
△548円44銭

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潜

在株式は存在するものの、１株当たり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。

 
当第１四半期累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（△）（百万円） △35

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円） △35

期中平均株式数（株） 64,114

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

―

－ 11 －



（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

－ 12 －



（リース取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間より、早期適用して通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており、リース取

引残高が前事業年度末に比べて著しい変動が認められるものはありません。

－ 13 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

営業収益   

　受入手数料  467

　　委託手数料 405  

　　引受け・売出し手数料 1  

　　募集・売出しの手数料 38  

　　その他 20  

　トレーディング損益  120

　金融収益  150

　その他の営業収益  31

　　　営業収益計  769

　金融費用  33

　　　純営業収益  736

　販売費・一般管理費   

　　取引関係費 156  

　　人件費 454  

　　不動産関係費 142  

　　事務費 79  

　　減価償却費 15  

　　租税公課 14  

　　その他 38  

　　　販売費・一般管理費計  900

　営業利益又は営業損失（△)  △164

　営業外収益  4

　営業外費用  12

　経常利益又は経常損失（△)  △172

　特別利益   

　　証券取引責任準備金戻入 ―  

　　役員退職慰労金戻入 ―  

　　　特別利益　計  ―

　特別損失   

　　固定資産処分損 57  

　　リース契約解除損 ―  

　　　特別損失　計  57

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
（△）

 △229

法人税、住民税及び事業税 1  

法人税等調整額 16 18

第１四半期（当期）純利益又は
第１四半期純損失（△）

 △247

－ 1 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期 
（平成20年３月期

第１四半期）

区分 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（△）

△229

減価償却費 15

貸倒引当金増減額 5

証券取引責任準備金増減額（△は減少
額）

―

退職給付引当金増減額（△は減少額） △4

賞与引当金増減額 30

役員賞与引当金増減額（△は減少額） ―

固定資産処分損 55

受取利息及び受取配当金 △47

顧客分別金信託の増減額（△は増加額） △397

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）

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） △2,351

信用取引負債の増減額 2,949

立替金の増減額（△は増加額） △3

短期差入保証金の増減額 ―

貸付金の増減額 ―

預り金の増減額（△は減少額） △365

受入保証金の増減額（△は減少額） 1,043

未払費用の増減額（△は減少額） △30

長期未収入金の増減額 0

長期未払金の増減額（△は減少額） ―

その他 115

小計 346

利息及び配当金の受取額 45

株式公開関連費用の支払額 ―

法人税等の支払額 △3

営業活動によるキャッシュ・フロー 388

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

―

有形及び無形固定資産の取得による支
出

△185

投資有価証券の売却による収入 ―

投資有価証券の取得による支出 ―

長期差入保証金の返還による収入 1

長期差入保証金の差入による支出 △3

長期貸付金による支出 ―

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △185

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 △323

財務活動によるキャッシュ・フロー 693

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少
額（△）

896

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,312

－ 2 －



前年同四半期 
（平成20年３月期

第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅵ
現金及び現金同等物の第１四半期末（期
末）残高

3,209

（四半期損益計算書関係）

 

　前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

※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

※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

※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。

※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。

※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。

－ 3 －



（四半期キャッシュ・フロー関係）

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

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

－ 4 －



決算概況資料

 

平成21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
（％）

委託手数料 405 278 68.6

（株　券） (402) (276) (68.8)

（債　券） (0) (0) (25.0)

（その他） (3) (1) (45.6)

引受け・売出し手数料 1 ― ―

（株　券） (1) (―) (―)

（債　券） (―) (―) (―)

募集・売出しの取扱手数料 38 7 19.6

その他の受入手数料 20 838 ―

合計 467 1,123 240.6

(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
（％）

株券 408 279 68.4

債券 0 0 113.5

受益証券 58 23 40.4

その他 ― 820 ―

合計 467 1,123 240.6

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
（％）

株券等 3 △0 ―

債券等 117 345 294.6

（債　券） (204) (185) (90.7)

（その他） (△86) (160) (―)

合計 120 345 286.4

－ 5 －



３．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

基本的項目 資本合計 （Ａ） 13,105 11,962

補完的項目 評価差額金（評価益）等 1 0

 証券取引責任準備金等 62 104

 一般貸倒引当金 11 26

 計 （Ｂ） 75 131

控除資産   （Ｃ） 1,224 4,469

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ） 11,956 7,624

リスク相当額 市場リスク相当額 177 54

 取引先リスク相当額 455 212

 基礎的リスク相当額 755 1,223

 計 （Ｅ） 1,388 1,489

自己資本規制比率 （Ｄ）／（Ｅ）×100（％） 860.8 511.9

６．役職員数

（単位：人）

 前第１四半期末 当第１四半期末

役員 10 9

従業員 196 183

－ 6 －



損益計算書の四半期推移
（単位：百万円）

期別 前第１四半期
(19.４.１
19.６.30)

前第２四半期
(19.７.１
19.９.30)

前第３四半期
(19.10.１
19.12.31)

前第４四半期
(20.１.１
 20.3.31） 

当第１四半期
(20.４.１
 20.６.30） 科目

営業収益 769 660 1,374 1,445 1,585

受入手数料 467 427 1,046 1,001 1,123

トレーディング損益 120 81 192 251 345

金融収益 150 125 99 72 106

その他の営業収益 31 25 35 121 8

金融費用 33 39 39 24 21

純営業収益 736 620 1,334 1,421 1,563

販売費・一般管理費 900 880 1,723 1,678 1,599

取引関係費 156 136 779 709 652

人件費 454 427 441 432 404

不動産関係費 142 183 203 232 224

事務費 79 67 74 77 71

減価償却費 15 20 195 196 204

租税公課 14 8 8 10 15

その他 38 36 20 19 25

営業損益 △164 △259 △389 △256 △35

営業外収益 4 4 6 9 9

営業外費用 12 1 3 6 3

経常損益 △172 △256 △386 △253 △29

特別利益 ― ― 2 ― ―

特別損失 57 88 18 85 3

税引前当期純損益 △229 △344 △402 △339 △32

法人税、住民税及び事業税 1 1 1 3 2

法人税等調整額 16 18 ― ― ―

当期純損益 △247 △364 △404 △343 △35

－ 7 －
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