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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 1,064 ― 993 ― △1,069 ― △1,017 ― △900 ―

20年3月期第2四半期 2,421 0.1 2,302 0.0 △223 ― △172 ― △280 ―

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 △45.00 ―

20年3月期第2四半期 △14.03 ―

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2四半期 13,361 4,561 34.1 228.04 248.1
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2四半期  4,561百万円 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2四半期  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2四半期  9,835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2四半期  20,004,238株 20年3月期第2四半期  20,005,607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。  
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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 

平成20年４月１日から９月30日の６か月間（以下、当第２四半期）におけるわが国の経済は、原油価格及び商品

市況の価格高騰が一段落してきたものの、米国住宅市場調整に伴うサブプライムローン（信用力の低い個人向け住

宅融資）の不良債権化に端を発した米国発の金融不安拡大を背景に日本にも景気減速懸念が波及いたしました。 

株式市場におきましては、８月まで一進一退の状況が進んだものの９月に入り米国大手金融機関の破綻を嫌気

し、リスク回避姿勢を強めた国内外の機関投資家からの換金売りや手仕舞い売りが続いたことから下落基調で推移

しました。また日経平均株価は、８月まで13,000円をはさんだ方向感を欠く展開が続きましたが、９月に入り下落

へ転じ、当第２四半期末は11,259円86銭で取引を終えました。 

主な概況は以下のとおりであります。 

① 純営業収益 

・受入手数料 

当第２四半期は株式相場の低迷および東京・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７億83百万円減の４億33百万円（前年同期比64.4％減）、債券、受益証券を含めた委託手数料の合計

は、４億35百万円（前年同期比64.3％減）となりました。 

募集・売出しの取扱手数料は、48百万円（前年同期比76.1％減）となりました。 

また、その他の受入手数料は、90百万円（前年同期比26.1％減）となりました。 

・トレーディング損益 

当第２四半期の株券等トレーディング損益は、２億61百万円（前年同期比42.9％減）となりました。また、債券

等トレーディング損益は１億24百万円（前年同期比33.0％減）となり、全体で３億85百万円（前年同期比40.1％

減）となりました． 

・金融収支 

当第２四半期の金融費用は、70百万円（前年同期比40.6％減）となりました。一方、金融収益は、１億４百万円

（前年同期比52.9％減）となり、金融収支は差し引きで33百万円（前年同期比67.1％減）となりました。 

以上の結果、当第２四半期の純営業収益は、９億93百万円（前年同期比56.8％減）となりました。 

② 販売費・一般管理費 

当第２四半期の販売費・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お

よびインセンティブ部分が減少し、人件費が２億70百万円減の９億49百万円（前年同期比22.2％減）、事務費が73

百万円減の３億47百万円（前年同期比17.5％減）等により合計４億62百万円減少し、20億63百万円（前年同期比

18.3％減）となりました。 

③ 特別損益 

当第２四半期は特別利益として、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、賞与引当金戻入額等77百万円の合計４億26百万円を

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、東京支店の歩合外務員業務廃止および車両

リース解約等に伴う減損損失18百万円及び店舗統廃合費用10百万円等、合計で３億６百万円を計上いたしました。

以上の結果、当第２四半期の経常損失は10億17百万円（前年同期は１億72百万円の経常損失）四半期純損失は９

億円（前年同期は２億80百万円の四半期純損失）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２四半期末の資産合計は、前期末と比べ32億75百万円減少し133億61百万円となりました。その主な要因

は、信用取引資産20億25百万円、現金・預金６億88百万円が減少したこと等によるものであります。 

② 負債 

当第２四半期末の負債合計は、前期末と比べ23億68百万円減少し87億99百万円となりました。その主な要因は、

信用取引負債16億70百万円、金融商品取引責任準備金３億48百万円、受入保証金２億26百万円が減少したこと等に

よるものであります。 

③ 純資産 

当第２四半期末の純資産合計は、前期末と比べ９億７百万円減少し、45億61百万円となりました。その主な要因

は、当四半期純損失９億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 

現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、期首残高に比べて６億88百万円減少し25億29百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、６億38百万円の減少（前年同期は２億72百万円の増加)

となりました。これは主として、信用取引資金が３億54百万円増加、預託金が２億48百万円減少したものの税引前

四半期純損失の計上８億97百万円および金融商品取引責任準備金が３億48百万円減少し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２四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、49百万円の減少（前年同期は94百万円の減少）となりま

した。これは主として、差入保証金の回収による収入26百万円を計上したものの有形固定資産の取得による支出55

百万円、無形固定資産の取得による支出12百万円が生じたこと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２四半期の財務活動によるキャッシュ・フローの主な収入支出はありません。 

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

引を中心に取引商品の多様化や、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、当第２四半期におきましては、営業収益10億64百万円のうち株式委託手数料が４億33百万円

（営業収益に対する構成比40.7％）、株式のトレーディング損益が２億61百万円（同24.6％）、合計で６億95百万

円（同65.3％）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極めて困難な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お

それがあるため、当社は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。 

また、第１四半期決算でもご報告いたしましたが、現在、新たな「中期経営計画」（平成20年８月から平成23年

３月）を粛々と進めております。平成20年８月１日には大幅な組織改正を行い、細分化した組織を効率的に統合す

ることによって、部門長の兼任や代行を解消し、各部署間の意思伝達の迅速化を図りました。また、平成21年１月

に実施されます株券電子化に向けた株券入庫に対応するため営業店が順次、土曜・日曜営業等を実施し、株券の受

け入れ態勢を充実させております。今後も収益構造の見直しを推し進め、同中期経営計画の経営指標である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％

以下という目標達成に向け、計画を推進して参ります。 
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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１四半期会計期間より、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 2,529,778 3,218,244

預託金 2,203,146 2,451,462

顧客分別金信託 2,112,356 2,360,672

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 1,291 6,223

商品有価証券等 1,291 6,223

約定見返勘定 7,991 5,106

信用取引資産 4,962,737 6,988,044

信用取引貸付金 4,735,616 6,843,598

信用取引借証券担保金 227,120 144,446

立替金 595 689

その他の立替金 595 689

短期差入保証金 470,000 592,000

短期貸付金 1,065 1,382

前払金 6,044 －

前払費用 34,866 39,654

未収入金 52,582 57,964

未収収益 74,031 102,122

貸倒引当金 △10,349 △10,558

流動資産計 10,333,780 13,452,337

固定資産   

有形固定資産 1,277,271 1,308,253

建物 335,781 347,396

器具備品 108,156 127,523

土地 833,333 833,333

無形固定資産 118,173 130,738

借地権 2,487 2,487

電話加入権 23,923 23,923

ソフトウエア 91,682 104,193

その他 80 134

投資その他の資産 1,632,179 1,745,803

投資有価証券 1,089,305 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 98,745 102,674

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 65,545 59,070

長期差入保証金 288,397 365,784

長期前払費用 3,456 4,248

長期立替金 93,712 116,845

その他 95,530 112,030

貸倒引当金 △106,033 △118,934

固定資産計 3,027,624 3,184,796

資産合計 13,361,405 16,637,133
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 4,012,904 5,683,293

信用取引借入金 3,603,922 5,282,955

信用取引貸証券受入金 408,981 400,338

有価証券担保借入金 36,173 89,405

預り金 1,467,763 1,383,958

顧客からの預り金 1,282,544 1,279,649

その他の預り金 185,219 104,309

受入保証金 968,183 1,194,742

短期借入金 750,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,000,000

未払金 68,766 181,489

未払費用 148,957 138,084

未払法人税等 8,402 9,709

賞与引当金 42,459 77,006

流動負債計 8,503,610 10,507,690

固定負債   

繰延税金負債 63,566 69,959

退職給付引当金 161,586 150,644

その他の固定負債 11,000 31,000

固定負債計 236,153 251,603

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 8,799,915 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 1,204,043 1,204,043

利益剰余金 100,595 1,000,823

自己株式 △3,377 △3,052

株主資本合計 4,553,117 5,453,669

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,372 15,384

評価・換算差額等合計 8,372 15,384

純資産合計 4,561,489 5,469,054

負債・純資産合計 13,361,405 16,637,133
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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 573,817

委託手数料 435,372

募集・売出しの取扱手数料 48,292

その他の受入手数料 90,151

トレーディング損益 385,969

金融収益 104,568

営業収益計 1,064,355

金融費用 70,705

純営業収益 993,650

販売費・一般管理費 2,063,384

取引関係費 354,375

人件費 949,137

不動産関係費 311,652

事務費 347,755

減価償却費 49,655

租税公課 12,496

その他 38,311

営業損失（△） △1,069,733

営業外収益  

受取配当金 60,588

その他 6,747

営業外収益計 67,335

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 12,000

その他 3,575

営業外費用計 15,575

経常損失（△） △1,017,973

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 507

特別利益計 426,147

特別損失  

過怠金等 275,000

減損損失 18,058

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 306,044

税引前四半期純損失（△） △897,870

法人税、住民税及び事業税 3,967

法人税等調整額 △1,609

法人税等合計 2,357

四半期純損失（△） △900,227
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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  

税引前四半期純損失（△） △897,870

減価償却費 49,655

減損損失 18,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,110

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） 10,942

受取利息及び受取配当金 △63,555

支払利息 27,044

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） 317

預託金の増減額（△は増加） 248,316

立替金の増減額（△は増加） 23,226

短期差入保証金の増減額（△は増加） 122,000

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △142,754

トレーディング商品の増減額 4,932

約定見返勘定の増減額（△は増加） △2,884

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 354,918

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △53,231

その他の資産の増減額（△は増加） 102,657

その他の負債の増減額（△は減少） △16,026

小計 △365,463

利息及び配当金の受取額 63,555

利息の支払額 △25,716

過怠金等の支払額 △275,000

その他の支出 △25,000

法人税等の支払額 △11,165

営業活動によるキャッシュ・フロー △638,790
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（単位：千円）

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) 

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 △55,020

無形固定資産の取得による支出 △12,472

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 △9,520

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 3,045

ゴルフ会員権の売却による収入 765

差入保証金の差入による支出 △2,379

差入保証金の回収による収入 26,766

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,350

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △324

財務活動によるキャッシュ・フロー △324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △688,466

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 2,529,778
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 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 金額（千万円） 
百分比
（％） 

営業収益     

受入手数料 1,555,578   

委託手数料 1,220,446   

引受け・売出し手数料 10,880   

募集・売出しの取扱手数料 202,250   

その他 122,001   

トレーディング損益 643,828   

金融収益 221,965   

営業収益計 2,421,372 100.0 

金融費用 118,932 4.9 

純営業収益 2,302,440 95.1 

販売費・一般管理費     

取引関係費 418,879   

人件費 1,219,786   

不動産関係費 320,967   

事務費 421,616  

減価償却費 48,969  

租税公課 18,607  

貸倒引当金繰入 25,496  

その他 51,579  

販売費・一般管理費計 2,525,904 104.3 

営業損失 223,463 9.2 

営業外収益 57,464 2.4 

営業外費用 6,786 0.3 

経常損失 172,785 7.1 

特別損失     

   投資有価証券評価損 64,500   

   証券取引責任準備金繰入 36,847   

   貸倒引当金繰入 400   

その他 2,111   

特別損失計 103,858 4.3 

税引前中間純損失 276,644 11.4 

法人税、住民税及び事業税 4,042 0.2 

法人税等調整額 － － 

中間純損失 280,687 11.6 
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（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 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失（△） △276,644

減価償却費 48,969 

貸倒引当金の増加（△減少）額 25,896 

証券取引責任準備金の増加（△減少）額 36,847 

退職給付引当金の増加（△減少）額 954 

受取利息および受取配当金 △59,816

支払利息 35,644 

投資有価証券評価損 64,500 

貸付金の（△増加）減少額 1,317 

預託金、立替金の（△増加）減少額 1,096,709 

短期差入保証金の（△増加）減少額 △710,000

預り金、受入金の増加（△減少）額 △388,481

信用取引資産・負債の増減額 315,696 

有価証券担保借入金の増加（△減少）額 59,431 

その他の資産の（△増加）減少額 74,329 

その他の負債の増加（△減少）額 △74,486

小計 250,867 

利息および配当金の受取額 59,816 

利息の支払額 △34,326

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 272,766 

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 △24,725

無形固定資産の取得による支出 △60,520

貸付けによる支出 △1,500

貸付金の回収による収入 5,100 

保証金の差入による支出 △14,589

差入保証金の返還による収入 2,078 

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,157

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 △1,025,000

自己株式の取得による支出 △98

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,025,098

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △846,489

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中間期末残高 3,663,290 
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平成21年３月期第２四半期 決算資料 

１．受入手数料 

(1）科目別内訳 （単位：千円）

  前中間会計期間 当第２四半期累計期間 前期比 前事業年度 

  ％ 

委託手数料 1,220,446 435,372 35.7 1,739,804 

（株券） (1,216,845) (433,294) (35.6) (1,734,080) 

（債券） (1,236) (764) (61.8) (1,741) 

（受益証券） (2,363) (1,313) (55.6) (3,982) 

引受け・売出し手数料 10,880 － － 10,881 

（株券） (9,846) － － (9,847) 

（債券） (1,033) － － (1,033) 

募集・売出しの取扱手数料 202,250 48,292 23.9 262,030 

（株券） (51) － － (51) 

（債券） (1,803) (7,026) (389.7) (2,183) 

（受益証券） (200,396) (41,265) (20.6) (259,796) 

その他の受入手数料 122,001 90,151 73.9 231,962 

（株券） (14,054) (6,941) (49.4) (23,956) 

（債券） (470) (287) (61.1) (903) 

（受益証券） (101,843) (79,605) (78.2) (196,203) 

（その他） (5,633) (3,316) (58.9) (10,899) 

合計 1,555,578 573,817 36.9 2,244,678 

(2）商品別内訳 （単位：千円）

  前中間会計期間 当第２四半期累計期間 前期比 前事業年度 

  ％ 

株券 1,240,797 440,236 35.5 1,767,935 

債券 4,544 8,078 177.8 5,861 

受益証券 304,602 122,184 40.1 459,981 

その他 5,633 3,316 58.9 10,899 

合計 1,555,578 573,817 36.9 2,244,678 

２．トレーディング損益 （単位：千円）

  前中間会計期間 当第２四半期累計期間 前期比 前事業年度 

  ％ 

株券等 458,490 261,864 57.1 800,032 

債券等 185,337 124,105 67.0 270,124 

合計 643,828 385,969 59.9 1,070,157 
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 ３. 自己資本規制比率 

      前中間会計期間末（百万円）  当第２四半期末（百万円）  

   固定化されていない自己資本の額 （Ａ） 5,705 3,174 

   リ  ス  ク  相  当  額   (Ｂ) 1,609 1,279 

  市場リスク相 当 額    23 18 

  取引先リスク相当額    274 109 

  基礎的リスク相当額    1,310 1,151 

  自 己 資 本 規 制 比 率 

  (Ａ) / (Ｂ) × １００  
％  354.5 248.1 
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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 

当第２四半期

自20.７.１ 

至20.９.30 

営業収益 1,334 1,087 765 496 623 441 

受入手数料 874 681 368 320 349 223 

トレーディング損益 347 296 316 109 221 164 

金融収益 112 109 80 65 52 52 

金融費用 60 58 49 39 35 34 

純営業収益 1,273 1,028 715 456 587 406 

販売費・一般管理費 1,278 1,247 1,214 1,204 1,087 976 

取引関係費 200 218 221 200 181 172 

人件費 637 582 592 579 525 423 

不動産関係費 156 164 155 165 155 156 

事務費 216 205 193 194 173 174 

減価償却費 23 25 25 28 24 24 

租税公課 10 7 4 20 6 6 

その他 33 44 21 14 19 18 

営業利益 △4 △218 △498 △747 △499 △569 

営業外収益 56 1 2 2 61 5 

営業外費用 1 5 0 3 0 15 

経常利益 50 △223 △496 △748 △438 △579 

特別利益 － － － － 428 － 

特別損失 19 84 127 797 300 7 

税引前四半期純利益 31 △308 △623 △1,545 △311 △586 

法人税、住民税及び事業税 1 2 1 1 1 2 

法人税等調整額 － － － 59 △0 △0 

四半期純利益 29 △310 △624 △1,606 △312 △588 
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