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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 3,267 ― 3,200 ― 5 ― 24 ― 7 ―
20年3月期第2四半期 1,430 △26.6 1,356 △29.0 △424 ― △428 ― △611 ―

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2四半期 124.11 ―
20年3月期第2四半期 △9,574.80 ―

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2四半期 83,044 12,005 14.5 187,250.34
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2四半期  12,005百万円 20年3月期  11,997百万円

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  

配当の状況における、１株当たり配当金欄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。  

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） ――― ――― ― ― ―

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  

当社の業績は、市況環境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。 
平成21年３月期 第３四半期業績予想（平成20年10月１日～平成20年12月31日）については、２ページ【業績予想】をご覧ください。  

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） 

［詳細は、５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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  ―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2四半期  64,114株 20年3月期第2四半期  63,913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株当たり配当金欄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。 
なお、平成21年３月期 第３四半期業績予想（平成20年10月１日～平成20年12月31日）は、２ページ【業績予想】をご覧ください。  



【業績予想】

平成21年３月期の第３四半期業績予想（平成20年10月１日～平成20年12月31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

平成21年３月第３四半期会計期間

（平成20年10月１日～平成20年12月31日）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

1,480 7.7 0 ― 0 ― 0 ― ― ―

平成21年３月期第３四半期累計期間

（平成20年４月１日～平成20年12月31日）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

4,747 69.3 5 ― 24 ― 7 ― 124 11
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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２四半期累計期間のわが国経済は、金融不安の広がりによる世界経済の減速を受けて、景気拡大をリードして

きた輸出が伸び悩む一方、国内では資金繰りの急速な悪化による不動産市況の落ち込みが鮮明になりました。その結

果、戦後最長の拡大を続けていた景気は後退色が強まりました。

　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

から買い戻しが入り、日経平均株価は一時14,000円台を回復しました。しかしその後、米住宅公社の経営危機問題や

リーマン・ブラザーズの破綻などで、金融不安は米国から欧州へ広がるとともに、実体経済の悪化をもたらしました。

多くの投資家がリスク回避姿勢を強め、一斉に投資ポジションの解消に動いたことから、日経平均株価は2005年6月

以来の11,200円台で取引を終えました。

　他方、債券市場は、金融不安の後退やインフレ懸念などを背景に大きく下落して始まりました。商品投資顧問

（CTA）と呼ばれるヘッジファンドの売買も相場の下落につながりました。ただ、金融不安の再燃や景気の悪化を受

けてリスクを回避する資金が流入したため、債券相場は期末に向けて反発に転じました。

このような状況のもと、当第２四半期累計期間においては、株式市況の低迷を受けて株式関連収益が伸び悩む一方、

昨年10月より開始したオンライン事業における外国為替証拠金取引（「くりっく365」、「FX24」）が順調に拡大し

たことから、営業収益は32億67百万円（前年同期比228.5％）となりました。一方、販売費・一般管理費は31億95百

万円（同179.4％）となりました結果、営業利益は５百万円（前年同期営業損失４億24百万円）、経常利益は24百万

円（同経常損失4億28百万円）、四半期純利益は７百万円（同四半期純損失６億11百万円）となりました。　

「前年同期比」等は参考として記載しております。

　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２四半期累計期間の受入手数料の合計は23億1百万円（前年同期比257.3％）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２四半期累計期間における東証1日出来高は21億29百万株（前年同期比95.3％）、同売買代金は２兆3,714

億48百万円（同77.4％）となりましたが、当社の売買代金は632億58百万円（同61.8％）となりました。株式委託

手数料収入は4億70百万円（同62.4％）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4億75百万円

（同62.6％）となりました。　

② 募集・売出しの取扱手数料

当第２四半期累計期間における受益証券の募集・売出しの取扱高は9億87百万円（前年同期比26.6％）となり、

その他債券等を加えた募集・売出しの取扱手数料合計は15百万円（同19.2％）となりました。

③ その他の受入手数料

当第２四半期累計期間におけるその他の受入手数料の合計は18億11百万円（前年同期48百万円）となり、主と

してオンライン事業による金融先物取引の手数料16億49百万円及び商品先物取引の手数料１億25百万円等による

ものであります。

（２）トレーディング損益

当第２四半期累計期間におけるトレーディング損益は、外国債券の販売による利益３億47百万円及びオンライン

事業における金融先物取引による利益４億10百万円等により、合計で7億58百万円（前年同期比375.8％）の利益と

なりました。

（３）金融収支

当第２四半期累計期間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1億89百万円（前年同期比68.5％）となりました。金融費用は67百万円（同91.9％）となり、これを差し引

いた金融収支は1億21百万円（同60.0％）となりました。

（４）販売費・一般管理費

当第２四半期累計期間における販売費・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31億95百万円（前年同期比179.4％）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２四半期末の総資産合計は830億44百万円（前事業年度末比107.3％）となり、前事業年度末より56億46百万

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41億12百万円減少した一方、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57億38百万円増加し、788億12百万円（同107.9％）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91百万円減少し、42億31百万円（同97.9％）とな

りました。

　負債合計は、信用取引負債が29億９百万円減少した一方、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56億38百万円増加し、合計で710億39百万円（同108.6％）となりました。

　純資産合計は120億５百万円（同100.1％）となり、前事業年度末より７百万円増加いたしました。この要因は、

当第２四半期累計期間純利益７百万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２四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17億10百万円増加し46億87百万円となり

ました。当第２四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、18億67百万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12億２百万円等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、１億52百万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３億22百万円の支出及び長期差入保証金の返還による収入１億77百万円の差額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、７百万円の支出となりました。主な内訳は、リース債務の返済等によ

るものであります。

－ 3 －



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。

なお、商品先物取引業の固有の事項については、社団法人日本商品取引員協会が定めた「商品先物取引業統一

経理基準」（平成５年３月３日付社団法人日本商品取引員協会理事会決議）及び「商品先物取引業における証券

取引法に基づく開示の内容について」（平成５年７月14日付社団法人日本商品取引員協会理事会決議）に準拠し

て作成しております。

また、金融商品取引業固有の事項のうち主なものについては、四半期財務諸表規則第54条及び第73条の規定に

基づいて、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連経理の統一

に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議）に準拠して作成おります。

（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、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。これによる当第２四半期累計期間の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、第１四半期会計期間より、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、当該変更が当第２四半期累計期間の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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 5,142 4,350

預託金 5,896 4,599

トレーディング商品 334 490

商品有価証券等 330 490

デリバティブ取引 4  

信用取引資産 6,217 10,329

信用取引貸付金 6,027 10,229

信用取引借証券担保金 189 99

短期差入保証金 47,309 40,877

未収入金 13,178 11,724

未収収益 126 130

その他の流動資産 642 589

貸倒引当金 △34 △16

流動資産合計 78,812 73,074

固定資産   

有形固定資産 ※1  512 ※1  466

無形固定資産   

のれん 1,502 1,690

ソフトウエア 1,401 1,163

その他 53 54

無形固定資産合計 2,957 2,908

投資その他の資産 ※2  761 ※2  948

固定資産合計 4,231 4,323

資産合計 83,044 77,397

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 － 0

デリバティブ取引 － 0

約定見返勘定 217 443

信用取引負債 3,378 6,287

信用取引借入金 2,945 6,165

信用取引貸証券受入金 432 122

預り金 2,327 2,172

受入保証金 50,489 45,355

未払金 13,974 10,520

未払費用 283 347

未払法人税等 ※3  18 ※3  13

賞与引当金 28 40

その他の流動負債 17 0

流動負債合計 70,734 65,181



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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) 

固定負債   

退職給付引当金 102 90

長期未払金 26 26

リース債務 61 －

その他の固定負債 0 0

固定負債合計 191 117

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  109 －

商品取引責任準備金 ※4  3 ※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 113 101

負債合計 71,039 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 972 964

株主資本合計 12,005 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 12,005 11,997

負債・純資産合計 83,044 77,397



（２）四半期損益計算書 
第２四半期累計期間 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

受入手数料 2,301

委託手数料 475

引受け・売出し手数料 －

募集・売出しの取扱手数料 15

その他 1,811

トレーディング損益 ※1  758

金融収益 189

その他の営業収益 18

営業収益計 3,267

金融費用 67

純営業収益 3,200

販売費・一般管理費 3,195

取引関係費 1,316

人件費 798

不動産関係費 450

事務費 128

減価償却費 ※2  415

租税公課 26

その他 60

営業利益 5

営業外収益 23

営業外費用 4

経常利益 24

特別損失  

金融商品取引責任準備金繰入れ 10

商品取引責任準備金繰入額 1

特別損失計 11

税引前四半期純利益 12

法人税、住民税及び事業税 ※3  4

四半期純利益 7



第２四半期会計期間 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業収益  

受入手数料 1,178

委託手数料 197

引受け・売出し手数料 －

募集・売出しの取扱手数料 8

その他 972

トレーディング損益 413

金融収益 82

その他の営業収益 9

営業収益計 1,682

金融費用 46

純営業収益 1,636

販売費・一般管理費 1,595

取引関係費 664

人件費 393

不動産関係費 225

事務費 57

減価償却費 210

租税公課 10

その他 35

営業利益 40

営業外収益 14

営業外費用 1

経常利益 53

特別損失  

金融商品取引責任準備金繰入れ 7

商品取引責任準備金繰入額 0

特別損失計 8

税引前四半期純利益 45

法人税、住民税及び事業税 2

四半期純利益 43



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 12

減価償却費 415

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16

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） 109

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 1

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） 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △11

受取利息及び受取配当金 △68

支払利息 0

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △33

金融先物取引信託金の増減額 △237

トレーディング商品の増減額 156

約定見返勘定の増減額（△は増加） △226

信用取引資産の増減額（△は増加） 4,112

信用取引負債の増減額（△は減少） △2,909

立替金の増減額（△は増加） 37

短期差入保証金の増減額（△は増加） △6,432

預り金の増減額（△は減少） 154

受入保証金の増減額（△は減少） 5,133

未収入金の増減額（△は増加） △1,454

未払金の増減額（△は減少） 3,366

未払費用の増減額（△は減少） △63

その他 △193

小計 1,800

利息及び配当金の受取額 58

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 1,867

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 △322

差入保証金の回収による収入 177

差入保証金の差入による支出 △8

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △152

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 △7

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △7

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,710

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 4,687



　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。

なお、商品先物取引業の固有の事項については、社団法人日本商品取引員協会が定めた「商品先物取引業統一経理

基準」（平成５年３月３日付社団法人日本商品取引員協会理事会決議）及び「商品先物取引業における証券取引法に

基づく開示の内容について」（平成５年７月14日付社団法人日本商品取引員協会理事会決議）に準拠して作成してお

ります。

また、金融商品取引業固有の事項のうち主なものについては、四半期財務諸表規則第54条及び第73条の規定に基づ

いて、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連経理の統一に関する

規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議）に準拠して作成おります。

（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 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

営業収益     

受入手数料   894  

委託手数料  759   

引受け・売出し
手数料

 5   

募集・売出しの
取扱手数料

 81   

その他  48   

トレーディング損益 ※１  201  

金融収益   276  

その他の営業収益   57  

営業収益計   1,430 100.0

金融費用   73 5.1

純営業収益   1,356 94.9

販売費・一般管理費     

取引関係費  292   

人件費  882   

不動産関係費  325   

事務費  147   

減価償却費 ※２ 36   

租税公課  22   

その他  74   

販売費・一般
管理費計

  1,781 124.5

営業損失（△）   △424 △29.6

営業外収益 ※３  9 0.7

営業外費用 ※４  13 1.0

経常損失（△）   △428 △29.9

特別損失     

固定資産処分損 ※５ 119   

減損損失 ※６ 17   

リース契約解除損  7   

証券取引責任準備金繰入れ  0   

特別損失　計   145 10.2

税引前中間純損失（△）   △573 △40.1

法人税、住民税及び
事業税

※７ 3   

法人税等調整額  34 38 2.7

中間純損失（△）   △611 △42.8

－ 2 －



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失（△）  △573

減価償却費  36

減損損失  17

貸倒引当金増減額（△は減少額）  5

証券取引責任準備金増減額（△は減
少額）

 0

退職給付引当金増減額（△は減少額）  △8

賞与引当金増減額（△は減少額）  60

固定資産処分損  95

受取利息及び受取配当金  △60

支払利息  4

為替差益  △0

顧客分別金信託の増減額（△は増加
額）

 590

トレーディング商品の増減額（△は
増加額）

 △1,008

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（△
は減少額）

 821

信用取引資産の増減額（△は増加額）  △1,149

信用取引負債の増減額（△は減少額）  4,755

立替金の増減額（△は増加額）  △5

短期差入保証金の増減額（△は増加
額）

 △570

貸付金の増減額（△は増加額）  △0

預り金の増減額（△は減少額）  △1,278

受入保証金の増減額（△は減少額）  2,040

未払費用の増減額（△は減少額）  7

長期未収入金の増減額（△は増加額）  0

その他  109

小計  3,919

利息及び配当金の受取額  60

利息の支払額  △4

法人税等の支払額  △3

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,971

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取得による
支出

 △310

長期差入保証金の返還による収入  2

長期差入保証金の差入による支出  △196

長期貸付金による支出  △0

その他  3

投資活動によるキャッシュ・フロー  △501

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  20

配当金の支払額  △315

財務活動によるキャッシュ・フロー  △295

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（△は
減少額）

 3,175

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,312

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高

 5,488

－ 3 －



（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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

3  ― 3

債券等・そ
の他のト
レーディン
グ損益

201 △3 198

 
債券等ト
レーディ
ング損益

265  26 292

 

その他の
トレー
ディング
損益

△64 △29 △93

計 204 △3 201

※２．当中間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 29  

無形固定資産 5  

長期前払費用 1  

計 36  

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益３

百万円、雑益６百万円であります。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、和解金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並

びに原状回復費等によるものでありま

す。

－ 4 －



前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

※６．減損損失

当社は当中間会計期間度において以下

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 17

器具
備品

0

合計 17

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17百万円計上いたしま

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。

※７．法人税、住民税及び事業税

住民税 3百万円

計 3

－ 5 －



（中間キャッシュ・フロー関係）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

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９月30日現在）　　　　　百万円

現金・預金勘定 929

預託金勘定 9,531

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金
△193

顧客分別金信託 △4,779

現金及び現金同等物 5,488

－ 6 －



６．その他の情報

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成20年９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 114

器具・備品 197

計 312

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2四半期
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 2,945 ― 118 118

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1,131百万円、保

管有価証券13百万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 408

信用取引借入金の本担保証券 2,753

差入保証金代用有価証券 118

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 4,420

信用取引借証券 170

受入証拠金代用有価証券 13

受入保証金代用有価証券 3,804

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 4 百万円

事　業　税 14

計 18

住　民　税 3 百万円

事　業　税 10

計 13

－ 7 －



当第２四半期会計期間末
（平成20年９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

２四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

－ 8 －



（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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

944 △186 758

 
債券等トレーディング損
益

354 △20 334

 
その他のトレーディング
損益

590 △166 424

計 944 △186 758

※２．当第２四半期累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 82  

無形固定資産 316  

長期前払費用 15  

計 415  

※３．法人税、住民税及び事業税

住民税 4  百万円

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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

184 229 413

 
債券等トレーディング損
益

156 △6 149

 
その他のトレーディング
損益

28 235 263

計 184 229 413

※２．当第２四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 42  

無形固定資産 159  

長期前払費用 7  

計 210  

※３．法人税、住民税及び事業税

住民税 2  百万円

－ 9 －



（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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９月30日現在）　　　　　百万円
現金・預金勘定 5,142

預託金勘定 5,896

預入期間が３ヶ月を超える預
金・預託金

△409

顧客分別金信託 △5,942

現金及び現金同等物 4,687

－ 10 －



（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

９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。

－ 11 －



（有価証券関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）

前事業年度末と比べ著しい変動はありません。

－ 12 －



（デリバティブ取引関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）

（通貨関連）

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 103 ― 99 3

 　米ドル 7 ― 7 0

 　買建     

 　米ドル 2 ― 2 △0

 合　　計 4

 （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。

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

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 13,658 1,259

買建 4,793 39

 合　　計 1,299

 （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、四半期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 158 △157

買建 9,024 △76

 合　　計 △233

 （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、四半期損益計算書に計上しております。

－ 13 －



（持分法損益関係）

当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自　平成20

年７月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。

－ 14 －



（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第２四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２四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。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成20年９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 187,250円34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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 124円11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希

薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。

１株当たり四半期純利益金額 672円56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希

薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 7 43

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利益（百万円） 7 43

期中平均株式数（株） 64,114 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

― ―

－ 16 －



（重要な後発事象）

当第２四半期会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。

－ 17 －



（リース取引関係）

当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

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。

－ 18 －



決算概況資料

 

平成21年３月期　第２四半期決算概況資料

１．受入手数料

(1）科目別内訳

（単位：百万円）

 前第２四半期累計 当第２四半期累計
前年同期比
（％）

委託手数料 759 475 62.6

（株　券） (754) (470) (62.4)

（債　券） (0) (0) (34.0)

（その他） (3) (4) (112.4)

引受け・売出し手数料 5 ― ―

（株　券） (5) (―) (―)

（債　券） (―) (―) (―)

募集・売出しの取扱手数料 81 15 19.2

その他の受入手数料 48 1,811 ―

合計 894 2,301 257.3

(2）商品別内訳

（単位：百万円）

 前第２四半期累計 当第２四半期累計
前年同期比
（％）

株券 773 477 61.8

債券 0 0 91.8

受益証券 121 46 38.5

その他 ― 1,777 ―

合計 894 2,301 257.3

２．トレーディング損益

（単位：百万円）

 前第２四半期累計 当第２四半期累計
前年同期比
（％）

株券等 3 △0 ―

債券等 198 758 382.1

（債　券） (292) (334) (114.4)

（その他） (△93) (424) (―)

合計 201 758 375.8

－ 19 －



３．自己資本規制比率

（単位：百万円）

前第２四半期末 当第２四半期末

基本的項目 資本合計 （Ａ） 12,744 12,005

補完的項目 評価差額金（評価益）等 0 0

 金融商品取引責任準備金等 62 113

 一般貸倒引当金 10 34

 計 （Ｂ） 73 147

控除資産   （Ｃ） 1,535 4,423

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ） 11,282 7,729

リスク相当額 市場リスク相当額 117 38

 取引先リスク相当額 432 161

 基礎的リスク相当額 781 1,337

 計 （Ｅ） 1,331 1,537

自己資本規制比率 （Ｄ）／（Ｅ）×100（％） 847.1 502.9

６．役職員数

（単位：人）

 前第２四半期末 当第２四半期末

役員 10 9

従業員 178 175

－ 20 －



損益計算書の四半期推移
（単位：百万円）

期別 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） 

当第２四半期
(20.７.１
 20.９.30） 科目

営業収益 660 1,374 1,445 1,585 1,682

受入手数料 427 1,046 1,001 1,123 1,178

トレーディング損益 81 192 251 345 413

金融収益 125 99 72 106 82

その他の営業収益 25 35 121 8 9

金融費用 39 39 24 21 46

純営業収益 620 1,334 1,421 1,563 1,636

販売費・一般管理費 880 1,723 1,678 1,599 1,595

取引関係費 136 779 709 652 664

人件費 427 441 432 404 393

不動産関係費 183 203 232 224 225

事務費 67 74 77 71 57

減価償却費 20 195 196 204 210

租税公課 8 8 10 15 10

その他 36 20 19 25 35

営業損益 △259 △389 △256 △35 40

営業外収益 4 6 9 9 14

営業外費用 1 3 6 3 1

経常損益 △256 △386 △253 △29 53

特別利益 ― 2 ― ― ―

特別損失 88 18 85 3 8

税引前当期純損益 △344 △402 △339 △32 45

法人税、住民税及び事業税 1 1 3 2 2

法人税等調整額 18 ― ― ― ―

四半期純損益 △364 △404 △343 △35 43

－ 21 －
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