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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき財務情報を作成しているため、当第２四半期の対前年同四半期増減率は記載しており
ません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 9,988 ― 1,084 ― 1,218 ― 532 ―
20年3月期第2四半期 8,100 4.9 790 12.7 878 5.1 394 △16.3

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 31.66 31.64
20年3月期第2四半期 23.61 23.56

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 61,681 27,240 43.0 1,578.19
20年3月期 63,499 26,889 41.3 1,560.64

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  26,538百万円 20年3月期  26,236百万円

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  

平成20年３月期期末配当金の内訳は、普通配当５円、記念配当５円であります。 
当社は、予想配当金の記載は行っておりません。詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。       

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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

当社は、業績予想の記載は行っておりません。詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。   

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、３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) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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2四半期  16,894,600株 20年3月期  16,889,600株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  78,914株 20年3月期  78,449株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  16,813,584株 20年3月期第2四半期  16,724,554株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済が減速するなかで、輸出や企業収益が減少し、景気は

下向きの動きが続いています。日経平均株価は、９月末には11,259円86銭（３月末比1,265円68銭下落）となりまし

た。 

 証券・金融界では、来年１月に株券電子化が実施されるなど、大きな変革期を迎えています。 

 当社は、このような経営環境の変化への対応を経営の最重要課題と捉え、独自のビジネスモデル『日本版クリアリ

ングファーム』の充実・強化に鋭意取り組んでおります。 

業務開始以来拡大を続けるメーリング業務においては、東京都内のメーリングセンター『勝どきサイト』（中央区

勝どき）、『東陽サイト』（江東区東陽）、『新砂サイト』（江東区新砂）に続き、本年２月、大阪市内に東京の

メーリングセンターと同等の機能を備える『大阪事務センター』を開設いたしました。これにより、関西のお客さま

への配達日数の短縮のみならず、東京での不測の事態に備えたバックアップセンターとしての機能をも果たし、サー

ビスと品質の更なる向上を図っております。今後、当事務センターを、金融機関をはじめ幅広い業界に向けて事務

サービスを提供する関西の業務拠点として展開してまいります。 

新規業務としては、機密情報や個人情報など情報資産の厳格な管理が求められるなか、コクヨＳ＆Ｔ株式会社との

協業により、文書の電子化から原本保管・入出庫、問合せ対応に至るまで、情報資産管理を一貫して請け負う「電子

文書管理サービス」を開始いたしました。 

また、昨年11月に子会社化いたしました人材派遣業務や人事給与業務を展開する株式会社ジャパン・ビジネス・

サービス（以下、ＪＢＳ）と、コンプライアンス・パートナーとして特色あるサービスを展開する日本クリアリング

サービス株式会社とのより一層の連携強化を図り、幅広く企業社会のインフラストラクチャーとしての役割を果た

し、当社グループ全体の価値向上に努めてまいります。 

当第２四半期連結累計期間の経営成績は、メーリング業務の受託先拡大や銀行等からの担保有価証券管理業務の増

加、株券電子化を目前に預託混乱回避のために開始された事前確認スキームに係る事務の増加に加え、ＪＢＳが連結

子会社に加わったこと等により、営業収益は99億88百万円となりました。利益面では、業務量の増加に伴う人件費や

ＪＢＳの派遣料等が増加したものの、営業利益は10億84百万円、経常利益は12億18百万円となりました。当四半期純

利益は、５億32百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は616億81百万円で、前連結会計年度末に比べ18億17百万円減少

しました。これは主に、市場執行業務における信用取引の減少により、顧客への貸付金等が減少したものです。ま

た、これに伴い、金融機関からの借入金が減少したこと等により、負債合計は344億41百万円となり、前連結会計

年度末に比べ21億68百万円減少しました。純資産合計は272億40百万円で、前連結会計年度末に比べ３億50百万円

増加しました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は100億98百万円とな

り、前連結会計年度末より40億13百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のと

おりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

58億７百万円の資金の増加となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益10億98百万円、信用取引資産の

減少額57億81百万円、信用取引負債の減少額30億20百万円によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

５億19百万円の資金の減少となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出３億67百万円によるもの

であります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

12億74百万円の資金の減少となりました。これは主に、短期借入金の純減少額10億60百万円によるものでありま

す。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当社グループは株券の電子化という事業環境の変化を見据え、日本版クリアリングファームのビジネスモデル確立

に向け、業容の拡大を進めてきた結果、株式等売買注文の市場執行業務、ネット証券向け口座開設事務等の売上比率

が高まり、業務構造が大きく変化しております。このため、現時点では通期の業績予想を行うことは困難な状況とな

っております。したがいまして、業績予想および期末の予想配当金の記載は行っておりません。なお、業務構造の大

きな変化が安定し、業績予想が可能となった時点で記載を再開いたします。また、今期業績につきましては、合理的

な見積もりが可能となった時点ですみやかに発表することといたします。 

  

  
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

固定資産の減価償却の方法や棚卸資産の評価の方法などについて一部簡便的な方法を採用しております。 

(3) 四半期連結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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結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） 

金融商品取引法の施行に伴い、前連結会計年度まで旧証券取引法第51条の規定に基づき、旧証券会社に関する

内閣府令第35条に定めるところにより算出していた証券取引責任準備金については、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等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出し金融商品取引責任準備

金と表示することとなりました。これにより従来に比べ、税金等調整前四半期純利益が56百万円増加しておりま

す。 

  ③ 追加情報 

   （役員退職慰労引当金） 

当社は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成

20年６月27日開催の定時株主総会において、同日をもって役員退職慰労金制度を廃止するとともに、役員退職慰

労金の打ち切り支給を決議いたしました。なお、同日までの在任期間に応じた役員退職慰労金相当額について

は、各役員それぞれの退任時に支給することとしたため、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

－ 3 －

㈱だいこう証券ビジネス（8692） 平成21年３月期 第２四半期決算短信



 
  

５．四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 9,937 5,924

  預託金 1,906 926

  営業貸付金 5,220 5,621

  信用取引資産 19,442 25,223

    信用取引貸付金 12,618 17,635

    信用取引借証券担保金 6,823 7,588

  営業未収金 2,306 2,397

  有価証券 161 161

  商品 5 13

  短期差入保証金 10,872 11,139

  その他 615 442

  貸倒引当金 △263 △176

  流動資産合計 50,204 51,672

 固定資産

  有形固定資産 2,447 2,336

  無形固定資産 2,622 2,517

  投資その他の資産 6,406 6,972

   投資有価証券 4,478 4,691

   その他 2,008 2,572

   貸倒引当金 △79 △291

  固定資産合計 11,477 11,826

 資産合計 61,681 63,499
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                                           （単位：百万円） 

 
  

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日)

負債の部

 流動負債

  短期借入金 1,680 2,740

  信用取引負債 13,029 16,050

   信用取引借入金 3,229 4,932

    信用取引貸証券受入金 9,800 11,117

  有価証券担保借入金 883 1,040

  営業未払金 369 401

  未払法人税等 652 416

  短期受入保証金 14,321 12,618

  賞与引当金 420 395

  役員賞与引当金 24 40

  その他 1,237 1,164

  流動負債合計 32,618 34,866

 固定負債

  退職給付引当金 849 910

  役員退職慰労引当金 31 451

  その他 482 24

  固定負債合計 1,363 1,386

特別法上の準備金

  証券取引責任準備金 － 356

  金融商品取引責任準備金 459 －

  特別法上の準備金合計 459 356

 負債合計 34,441 36,609

純資産の部

 株主資本

  資本金 5,845 5,844

  資本剰余金 8,677 8,676

  利益剰余金 16,807 16,443

  自己株式 △53 △52

  株主資本合計 31,277 30,911

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △144 △81

  土地再評価差額金 △4,594 △4,594

  評価・換算差額等合計 △4,739 △4,675

 新株予約権 74 48

 少数株主持分 627 604

 純資産合計 27,240 26,889

負債純資産合計 61,681 63,499
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   （第２四半期連結累計期間） 
（単位：百万円） 

(2) 四半期連結損益計算書

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日）

営業収益 9,988

営業費用 4,008 

営業総利益 5,980

一般管理費 4,896 

営業利益 1,084 

営業外収益

 受取利息 2 

  受取配当金 51 

 受取遅延損害金 37 

 その他 44 

 営業外収益合計 135 

営業外費用 0

経常利益 1,218

特別利益

 投資有価証券売却益 1

 貸倒引当金戻入額 97

 特別利益合計 99

特別損失

 固定資産除却損 1

 投資有価証券売却損 0

 投資有価証券評価損 115

 金融商品取引責任準備金繰入れ 102

 特別損失合計 220

税金等調整前四半期純利益 1,098

法人税、住民税及び事業税 636

法人税等調整額 △140

法人税等合計 495

少数株主利益 70

四半期純利益 532
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（単位：百万円） 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 1,098 

減価償却費 381 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △97

賞与引当金の増減額（△は減少） 25 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △420

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 102 

受取利息及び受取配当金 △667

支払利息 333 

預託金の増減額（△は増加） △980

営業貸付金の増減額（△は増加） 401 

信用取引資産の増減額（△は増加） 5,781 

営業未収金の増減額（△は増加） 11 

短期差入保証金の増減額（△は増加） 266 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 671 

信用取引負債の増減額（△は減少） △3,020

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △156

営業未払金の増減額（△は減少） △37

短期受入保証金の増減額（△は減少） 1,703 

長期未払金の増減額(△は減少） 457 

その他 89 

小計 5,868 

利息及び配当金の受取額 669 

利息の支払額 △326

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △402

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,807 

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 △153

無形固定資産の取得による支出 △367

長期前払費用の取得による支出 0 

投資有価証券の取得による支出 △8

投資有価証券の売却による収入 4 

貸付金の回収による収入 8 

その他 △3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △519

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） △1,060

株式の発行による収入 1 

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0 

配当金の支払額 △167

少数株主への配当金の支払額 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,013

現金及び現金同等物の期首残高 6,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,098
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結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。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

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

当連結会社は、株主名簿管理人業務、名義書換取次業務、有価証券配送業務、有価証券管理業務、証券情報処理

業務、メーリング業務および有価証券を担保とする貸金業務等の有価証券に係わる証券代行業を中心とする営業活

動を展開しております。従って、当連結会社の事業区分は「証券サービス業」という単一の事業セグメントに属し

ております。 

【所在地別セグメント情報】 

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

在外連結子会社および在外支店がないため記載しておりません。 

【海外売上高】 

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

海外売上高がないため記載しておりません。 
  

(6) 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。 

  

［参考資料］ 
（１）（要約）前中間連結損益計算書 

（単位：百万円） 

(5) セグメント情報

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日）

営業収益 8,100

営業費用 2,797 

営業総利益 5,302

一般管理費 4,512

営業利益 790

営業外収益 88

営業外費用 0

経常利益 878

特別利益 78

特別損失 104

税金等調整前中間純利益 852

法人税、住民税及び事業税 386

法人税等調整額 △5

法人税等合計 381

少数株主利益 76

中間純利益 394
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（２）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 852 

減価償却費 341 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18

賞与引当金の増減額（△は減少） △25 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10

受取利息及び受取配当金 △730

支払利息 253 

営業貸付金の増減額（△は増加） 777 

信用取引資産の増減額（△は増加） 16,819

営業未収金の増減額（△は増加） 177 

短期差入保証金の増減額（△は増加） △20 

信用取引負債の増減額（△は減少） △9,004

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △3,000

営業未払金の増減額（△は減少） 35

短期受入保証金の増減額（△は減少） 233

その他 8 

小計 6,596

利息及び配当金の受取額 715

利息の支払額 △263

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △231

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,818

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 △38

無形固定資産の取得による支出 △186

長期前払費用の取得による支出 △278 

投資有価証券の取得による支出 △16

投資有価証券の売却による収入 79 

貸付金の回収による収入 1 

その他 8

 投資活動によるキャッシュ・フロー △429

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） △4,000 

短期社債の純増減額（△は減少） △2,000

株式の発行による収入 3

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △166

少数株主への配当金の支払額 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 197

現金及び現金同等物の期首残高 4,672

現金及び現金同等物の中間期末残高 4,870
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６．その他の情報 

（１）連結 

（業務別 営業収益） 

 
  

（２）個別 

（自己資本規制比率） 

 
  

（株券売買高（先物取引を除く）） 

 
  
  
  

区分

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

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

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

株主名簿管理人業務 1,250 15.5 1,253 12.5

名義書換取次業務 738 9.1 978 9.8

有価証券配送業務 713 8.8 746 7.5

有価証券管理業務 2,164 26.7 2,803 28.1

証券情報処理業務 1,630 20.1 1,739 17.4

メーリング業務 554 6.9 678 6.8

その他の業務 389 4.8 1,176 11.8

小 計 7,441 91.9 9,375 93.9

貸金業務 659 8.1 613 6.1

合 計 8,100 100.0 9,988 100.0

前事業年度末 
(平成20年３月31日) 

（百万円）

当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

（百万円）

基本的項目 （A） 25,478 25,746

補完的項目

その他有価証券評価差
額金（評価益）等

48 74

金融商品取引責任準備
金等

356 459

一般貸倒引当金 9 11

計 （B） 415 545

控除資産 （C） 7,678 7,629

固定化されていない
自己資本

（A）＋（B）－（C） （D） 18,215 18,662

リスク相当額

市場リスク相当額 618 587

取引先リスク相当額 747 705

基礎的リスク相当額 2,467 2,542

計 （E） 3,832 3,835

自己資本規制比率 （D)／（E)×100 475.2% 486.6%

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)

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)

株数(百万株) 金額(百万円) 株数(百万株) 金額(百万円)

合 計 4,842 4,179,704 7,868 5,059,479

（自 己） (0) (121) (0) (18)

（委 託） (4,842) (4,179,583) (7,867) (5,059,461)

委託比率 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
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