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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） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 623 ― 587 ― △499 ― △438 ― △312 ―

20年3月期第1四半期 1,334 5.0 1,273 3.9 △4 ― 50 ― 29 ―

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

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △15.61 ―

20年3月期第1四半期 1.49 ―

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 ％

21年3月期第1四半期 16,291 5,164 31.7 258.19 265.5
20年3月期 16,637 5,469 32.9 273.38 300.1

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,164百万円 20年3月期  5,469百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

業績予想と同様に、金融商品取引業は通常の業績を適正に予想することが困難なため、配当予想についても未定としております。  

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

金融商品取引業の業績は、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、四半期および年間の業績見通し（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) 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  有  

（注）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。  

(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） 

（注）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 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  20,013,042株 20年3月期  20,013,042株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  8,841株 20年3月期  7,642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  20,004,468株 20年3月期第1四半期  20,005,800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．本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要
因により大きく異なる可能性があります。 
２．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）および「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）を適用
しております。また、「四半期財務諸表等規則」にしたがい四半期財務諸表を作成しております。  

－1－



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１四半期におけるわが国経済は、原油・穀物等原材料価格の一段の高騰による物価上昇から個人消費の減速に

拍車がかかり、米国の景気後退懸念により企業収益も悪化傾向を見せ始めております。 

株式市場におきましては、４月に入って急激な円高ドル安が一服したことや、サブプライムローン問題に起因する

欧米の過剰な金融不安が薄らいだことなどから堅調に推移しました。日経平均株価は、３月中旬を底に上昇基調に転

じ、６月６日には５ヶ月ぶりの高値となる14,489円44銭まで上昇しましたが、騰勢を強める原油価格の動向や景気の

先行き不透明感などから上値を抑えられる展開となり、当第１四半期末は13,481円38銭で取引を終えました。 

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。 

① 純営業収益 

・受入手数料 

株式相場の低迷、法令違反（相場固定）に基づき金融商品取引所からの行政処分に伴う株券の受託業務停止（３

日間）及び東京・大阪の歩合外務員の業務廃止の影響を受け、株式の委託手数料が前年同期比で４億４百万円減の

２億73百万円（前年同期比59.6％減）、債券、受益証券を含めた委託手数料の合計は、２億74百万円（前年同期比

59.7％減）となりました。 

募集・売出しの取扱手数料は、28百万円（前年同期比78.0％減）となりました。 

また、その他の受入手数料は、46百万円（前年同期比21.8％減）となりました。 

・トレーディング損益 

株券等トレーディング損益は、１億80百万円（前年同期比27.0％減）となりました。また、債券等トレーディン

グ損益は40百万円（前年同期比59.9％減）となり、全体で２億21百万円（前年同期比36.5％減）となりました． 

・金融収支 

金融費用は、35百万円（前年同期比40.7％減）となりました。一方、金融収益は、52百万円（前年同期比53.7％

減）となり、金融収支は差し引きで16百万円（前年同期比68.8％減）となりました。 

以上の結果、純営業収益は、５億87百万円（前年同期比53.9％減）となりました。 

② 販売費・一般管理費 

販売費・一般管理費は、株式手数料及び株券のトレーディング損益が減少したことに伴い、報酬及びインセンテ

ィブ部分が減少し、人件費が１億12百万円減の５億25百万円（前年同期比17.6％減）、事務費が42百万円減の１億

73百万円（前年同期比19.8％減）等により合計１億91百万円減少し、10億87百万円（前年同期比15.0％減）となり

ました。 

③ 特別損益 

特別利益として、金融商品取引法施行により積立 高限度額の算定額が減額されたことに伴い、積立超過が発生

し、金融商品取引責任準備金戻入３億48百万円、賞与引当金戻入額77百万円など合計で４億28百万円を計上いたし

ました。 

 特別損失として、日本証券業協会及び名古屋証券取引所等４つの金融商品取引所からの行政処分に伴い賦課され

た過怠金２億50百万円、名古屋地方裁判所の判決による罰金25百万円、東京支店の店舗賃貸借契約解除に伴う減損

損失13百万円及び店舗統廃合費用10百万円など合計３億円を計上いたしました。 

上記の結果、四半期経常損失は４億38百万円（前年同期は50百万円の四半期経常利益）四半期純損失は３億12百

万円（前年同期は29百万円の四半期純利益）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、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１四半期末の資産合計は、前期末と比べ３億46百万円減少し162億91百万円となりました。その主な要因

は、自己売買取引に伴う経過勘定の約定見返勘定が８億22百万円、信用取引資産が３億円増加いたしましたが、現

金・預金14億95百万円等の減少によるものであります。 

② 負債 

当第１四半期末の負債合計は、前期末と比べ41百万円減少し111億26百万円となりました。その主な要因は、信

用取引負債５億７百万円、証券取引責任準備金４億８百万、受入保証金２億10百万円減少いたしましたが、短期借

入金９億円、預り金１億49百万円等の増加によるものであります。 

③ 純資産 

当第１四半期末の純資産合計は、前期末と比べ３億４百万円減少し、51億64百万円となりました。その主な要因

は、当四半期純損失３億12百万円を計上した事によるものであります。 

 また、当四半期末の自己資本規制比率は、265.5％と前年同期比86.1ポイント低下いたしました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、期首残高に比べて14億95百万円減少し17億23百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、23億32百万円の減少（前第１四半期は16億72百万円の減

少)となりました。これは主として、税引前四半期純損失の計上３億11百万円、約定見返勘定の減少８億22百万円、

信用取引資金の減少８億７百万円の支出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１四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、62百万円の減少（前第１四半期は69百万円の減少）となり

ました。これは主として、有形固定資産の取得による支出50百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、８億99百万円の増加（前第１四半期は25百万円の減少)と

なりました。これは主として、短期借入金の増加による収入９億円であります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社は、金融商品取引業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な事業内容としておりますが、その業績は、

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ます。そのような中、当社は顧客との対面取引を中

心に取扱商品の多様化や、売買業務から資産管理業務への転換など、市況に左右されない収益の安定化に取り組んで

おりますが、当四半期におきましては、営業収益６億23百万円のうち株式委託手数料が２億73百万円（営業収益に対

する構成比44.0％）、株券等のトレーディング損益が２億21百万円（同35.5％）、合計で４億94百万円（同79.4％）

と相当程度の割合を占めており、株式市況の変動に大きく依存しております。将来の株式市況の変動を的確に予測す

ることが不可能に近い状況において業績の見通しを開示することは、投資家等に誤認を与える恐れがあるため、当社

は通常の業績予想を開示しておりません。従いまして、当社におきましては通期の業績予想に代えて四半期および通

期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速やかに開示して参ります。 

なお、これまで推進しておりました「中期経営計画」（平成18年１月から平成21年３月）の目標とする経営指標

が、実際の業績と著しく乖離して参りましたので、新たな「中期経営計画」（平成20年８月から平成23年３月）を策

定し、平成20年７月25日に開示いたしました。一連の不祥事の影響により悪化した業績を早急に立て直すべく基本理

念も刷新し、①地元回帰、②コンプライアンス、③収益構造の見直しの３項目を基本方針として参ります。今後はそ

の方針に沿った中期経営計画にて営業基盤の構築に努め、同中期経営計画中の経営指標である①平成21年３月末まで

の預り資産純増額150億円、②平成23年３月末までの預り資産4,000億円、③営業収益人件費率45％以下の３点を数値

目標といたします。株式市況等によっては進捗状況に大きな影響を及ぼしますので、四半期ごとに進捗状況を確認

し、大幅な乖離が明らかになった場合、数値目標の見直しを発表させていただきます。 

※詳細は平成20年７月25日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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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 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。 

（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 

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）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を作成しております。 

②金融商品取引責任準備金については、従来、旧証券取引法第51条に従い証券取引責任準備金として計上してお

りましたが、平成19年9月30日に金融商品取引法が施行されたことに伴い、当第一四半期会計期間より、金融

商品取引法第46条の5に従い金融商品取引責任準備金として計上しております。 

なお、従来の方法と比較して、金融商品取引責任準備金及び税引前四半期純損失は２億42百万円少なく計上さ

れております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
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 1,723,158 3,218,244

預託金 2,533,359 2,451,462

顧客分別金信託 2,442,569 2,360,672

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 － 6,223

商品有価証券等 － 6,223

約定見返勘定 827,571 5,106

信用取引資産 7,288,204 6,988,044

信用取引貸付金 6,143,730 6,843,598

信用取引借証券担保金 1,144,473 144,446

立替金 1,572 689

その他の立替金 1,572 689

短期差入保証金 572,242 592,000

有価証券等引渡未了勘定 6,250 －

短期貸付金 2,451 1,382

前払金 3,801 －

前払費用 54,574 39,654

未収入金 40,195 57,964

未収収益 79,668 102,122

貸倒引当金 △9,448 △10,558

流動資産計 13,123,603 13,452,337

固定資産   

有形固定資産 1,287,675 1,308,253

建物 340,115 347,396

器具備品 114,226 127,523

土地 833,333 833,333

無形固定資産 123,569 130,738

借地権 2,487 2,487

電話加入権 23,923 23,923

ソフトウエア 97,051 104,193

その他 107 134

投資その他の資産 1,756,250 1,745,803

投資有価証券 1,114,992 1,100,565

関係会社株式 1,500 1,500

その他の関係会社有価証券 101,968 102,674

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 64,035 59,070

長期差入保証金 358,526 365,784

長期前払費用 3,674 4,248

長期立替金 93,912 116,845

その他 112,030 112,030

貸倒引当金 △96,409 △118,934

固定資産計 3,167,496 3,184,796

資産合計 16,291,099 16,637,133
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 5,175,519 5,683,293

信用取引借入金 4,577,988 5,282,955

信用取引貸証券受入金 597,530 400,338

有価証券担保借入金 170,420 89,405

預り金 1,533,327 1,383,958

顧客からの預り金 1,351,195 1,279,649

募集等受入金 8,035 －

その他の預り金 174,097 104,309

受入保証金 984,473 1,194,742

短期借入金 1,650,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,000,000

未払金 89,440 181,489

未払費用 176,621 138,084

未払法人税等 4,199 9,709

賞与引当金 36,279 77,006

流動負債計 10,820,282 10,507,690

固定負債   

繰延税金負債 74,787 69,959

退職給付引当金 156,990 150,644

その他の固定負債 14,000 31,000

固定負債計 245,778 251,603

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 － 408,786

金融商品取引責任準備金 60,151 －

特別法上の準備金計 60,151 408,786

負債合計 11,126,211 11,168,079

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,856 3,251,856

資本剰余金   

資本準備金 1,204,043 1,204,043

資本剰余金合計 1,204,043 1,204,043

利益剰余金   

利益準備金 503,860 503,860

その他利益剰余金   

役員退職積立金 162,174 162,174

建物圧縮積立金 86,001 87,181

別途積立金 247,607 2,754,245

繰越利益剰余金 △311,003 △2,506,638

利益剰余金合計 688,639 1,000,823

自己株式 △3,294 △3,052

株主資本合計 5,141,244 5,453,669

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,643 15,384

純資産合計 5,164,887 5,469,054

負債・純資産合計 16,291,099 16,637,133
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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 349,974

委託手数料 274,670

募集・売出しの取扱手数料 28,308

その他の受入手数料 46,995

トレーディング損益 221,021

金融収益 52,026

営業収益計 623,022

金融費用 35,830

純営業収益 587,192

販売費・一般管理費 1,087,188

取引関係費 181,864

人件費 525,666

不動産関係費 155,506

事務費 173,234

減価償却費 24,663

租税公課 6,436

その他 19,817

営業損失（△） △499,996

営業外収益 61,803

営業外費用 290

経常損失（△） △438,483

特別利益  

金融商品取引責任準備金戻入 348,634

賞与引当金戻入額 77,006

貸倒引当金戻入額 2,767

特別利益計 428,407

特別損失  

過怠金等 275,000

減損損失 13,009

店舗統廃合費用 10,594

固定資産除却損 1,241

その他の関係会社有価証券評価減 705

その他 445

特別損失計 300,995

税引前四半期純損失（△） △311,071

法人税、住民税及び事業税 1,917

法人税等調整額 △804

法人税等合計 1,112

四半期純損失（△） △312,183
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △311,071

減価償却費 24,663

減損損失 13,009

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,635

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △408,786

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 60,151

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,346

受取利息及び受取配当金 △60,118

支払利息 13,412

賞与引当金戻入額 △77,006

固定資産除却損 1,241

その他の関係会社有価証券評価減 705

過怠金等 275,000

店舗統廃合費用 10,594

貸付金の増減額（△は増加） △1,068

預託金の増減額（△は増加） △81,896

立替金の増減額（△は増加） 22,049

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △60,899

トレーディング商品の増減額 6,223

約定見返勘定の増減額（△は増加） △822,464

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △807,934

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） 81,015

その他の資産の増減額（△は増加） 40,082

その他の負債の増減額（△は減少） △19,070

小計 △2,119,458

利息及び配当金の受取額 58,312

利息の支払額 △12,523

過怠金等の支払額 △250,000

法人税等の支払額 △9,114

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,332,783

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 △50,520

無形固定資産の取得による支出 △10,297

投資有価証券の取得による支出 △535

従業員に対する長期貸付けによる支出 △6,560

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 1,594

差入保証金の差入による支出 △1,260

差入保証金の回収による収入 5,518

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,060

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（△は減少） 900,000

自己株式の取得による支出 △241

財務活動によるキャッシュ・フロー 899,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,495,085

現金及び現金同等物の期首残高 3,218,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,723,158

丸八証券株式会社（8700）　平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－8－



 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）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。 
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「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 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

営業収益   

受入手数料 874,139 

委託手数料 680,799 

引受け・売出し手数料 4,575 

募集・売出しの取扱手数料 128,697 

その他 60,067 

トレーディング損益 347,808 

金融収益 112,380 

営業収益計 1,334,328 

金融費用 60,400 

純営業収益 1,273,927 

販売費・一般管理費   

取引関係費 200,536 

人件費 637,721 

不動産関係費  156,429 

事務費  216,086 

減価償却費  23,910 

租税公課 10,725 

貸倒引当金繰入 12,489 

その他 20,557 

販売費・一般管理費計 1,278,457 

営業利益（△損失） △4,529 

営業外収益 56,368 

営業外費用 1,015 

経常利益（△損失）  50,823 

特別損失  19,011 

証券取引責任準備金繰入 19,011 

税引前四半期純利益（△損失） 31,811 

法人税、住民税及び事業税  1,907 

法人税等調整額 － 

四半期純利益（△損失） 29,904 
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（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（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益（△損失） 31,811 

減価償却費  23,910 

貸倒引当金の増加（△減少）額  12,489 

証券取引責任準備金の増加（△減少）額  19,011 

退職給付引当金の増加（△減少）額 10,254 

受取利息及び受取配当金 △54,679 

支払利息 17,487 

貸付金の（△増加）減少額 △921 

預託金、立替金の（△増加）減少額 △158,012 

預り金、受入金の増加（△減少）額 293,632 

信用取引資産・負債の増減額 △552,532 

有価証券担保借入金増加（△減少）額 194,981 

その他の資産の（△増加）減少額 △1,460,296 

その他の負債の増加（△減少）額 △85,144 

小計 △1,708,007 

利息及び配当金の受取額 54,679 

利息の支払額  △15,751 

法人税等の支払額  △3,591 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,672,671 

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  △10,004 

無形固定資産の取得による支出  △50,060 

貸付けによる支出  △1,500 

貸付金の回収による収入  3,585 

保証金の差入による支出  △13,075 

差入保証金の返還による収入  1,274 

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,780 

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 △25,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少） △1,767,451 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,509,779 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,742,328 
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平成21年３月期第１四半期 決算資料 

１．受入手数料 

(1）科目別内訳 

(2）商品別内訳 

２．トレーディング損益 

  前第一四半期（千円） 当第一四半期（千円） 前期比（％） 

委託手数料 680,799 274,670 40.3 

（株券） (678,838) (273,931) (40.4) 

（債券） (855) (223) (26.1) 

（受益証券） (1,105) (515) (46.6) 

引受け・売出し手数料 4,575 － － 

（株券） (3,541) － － 

（債券） (1,033) － － 

募集・売出しの取扱手数料 128,697 28,308 22.0 

（株券） (33) － － 

（債券） (534) (265) (49.7) 

（受益証券） (128,129) (28,043) (21.9) 

その他の受入手数料 60,067 46,995 78.2 

（株券） (6,287) (2,971) (47.3) 

（債券） (438) (283) (64.6) 

（受益証券） (50,873) (42,155) (82.9) 

（その他） (2,468) (1,585) (64.2) 

合計 874,139 349,974 40.0 

  前第一四半期（千円） 当第一四半期（千円） 前期比（％） 

株券 688,701 276,903 40.2 

債券 2,861 771 27.0 

受益証券 180,108 70,713 39.3 

その他 2,468 1,585 64.2 

合計 874,139 349,974 40.0 

  前第一四半期（千円） 当第一四半期（千円） 前期比（％） 

株券等 247,437 180,745 73.0 

債券等 100,370 40,276 40.1 

合計 347,808 221,021 63.5 
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 ３. 自己資本規制比率 

      前第一四半期（百万円）  当第一四半期（百万円）  

   固定化されていない自己資本の額   （Ａ） 5,926 3,645 

   リ  ス  ク  相  当  額   (Ｂ) 1,685 1,372 

  市場リスク相 当 額    30 21 

  取引先リスク相当額    330 136 

  基礎的リスク相当額    1,324 1,215 

  自 己 資 本 規 制 比 率 

  (Ａ) / (Ｂ) × １００  
％  351.6 265.5 
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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19.４.１ 

至19.６.30 

前第２四半期 

自19.７.１ 

至19.９.30 

前第３四半期 

自19.10.１ 

至19.12.31 

前第４四半期 

自20.１.１ 

至20.３.31 

当第１四半期 

自20.４.１ 

至20.６.30 

営業収益 1,334 1,087 765 496 623 

受入手数料 874 681 368 320 349 

金融収益 112 109 80 65 52 

トレーディング損益 347 296 316 109 221 

金融費用 60 58 49 39 35 

純営業収益 1,273 1,028 715 456 587 

販売費・一般管理費 1,278 1,247 1,214 1,204 1,087 

取引関係費 200 218 221 200 181 

人件費 637 582 592 579 525 

不動産関係費 156 164 155 165 155 

事務費 216 205 193 194 173 

減価償却費 23 25 25 28 24 

租税公課 10 7 4 20 6 

その他 33 44 21 14 19 

営業利益 △4 △218 △498 △747 △499 

営業外収益 56 1 2 2 61 

営業外費用 1 5 0 3 0 

経常利益 50 △223 △496 △748 △438 

特別利益 － － － － 428 

特別損失 19 84 127 797 300 

税引前四半期純利益 31 △308 △623 △1,545 △311 

法人税、住民税及び事業税 1 2 1 1 1 

法人税等調整額 － － － 59 △0 

四半期純利益 29 △310 △624 △1,606 △312 
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