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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） 

 

(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 2,431 ― △1,138 ― △1,012 ― △1,123 ―

20年3月期第2四半期 3,182 △34.7 △271 ― △127 ― △250 ―

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 △65.52 ―

20年3月期第2四半期 △14.48 ―

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 49,201 16,461 33.4 961.06
20年3月期 51,152 18,499 36.2 1,076.80

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  16,453百万円 20年3月期  18,499百万円

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  
 

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 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 30.00 30.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,990 ― △320 ― △20 ― △210 ― △12.24

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）  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) 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  無  

[(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) 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、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。]  

(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 
(将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、リスク要因や不確実な要素によって、記載の予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想
の前提となる仮定及びその他の関連事項については、３－４ページの【定性的情報・財務諸表等】の「３.連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
なお、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)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 1 社 （社名 ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社 ） 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  20,464,052株 20年3月期  20,464,052株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,343,604株 20年3月期  3,284,204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  17,151,590株 20年3月期第2四半期  17,279,762株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、鉱工業生産が弱含みで推移する中、原材料高や円高
の進行なども加わり企業の収益環境が悪化、雇用情勢も厳しさを増すなど日本経済は下振れリスクを強め
る局面へと移行しました。米国で発生した信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライム・ローン）問題
による金融不安が深刻化し、金融機関の経営破たんや再編が相次ぐ中で世界経済の減速も不可避との懸念
が強まりました。 
  当第２四半期連結会計期間の外国為替市場では、円が米ドルに対しては前半安・後半高、またユーロは
米国発の金融不安が欧州に飛び火する形で欧州経済の先行き見通しが悪化したことから売られやすい地合
いが続きました。円は７月初めの１ドル105円台から８月中旬にかけて同110円台まで円安が進みました
が、以降はドル売りが強まり９月中旬にかけては一時同103円台の円高を示現しました。対ユーロでは、
７月の１ユーロ169円台から９月中旬には同147円台まで円高が進行しました。 
  当第２四半期連結会計期間の国内株式市場では、米国金融機関の損失拡大をきっかけに金融不安が再燃
したことから、日本にも悪影響が及ぶとの見方のもと軟調な展開をたどりました。さらに、９月には大手
証券会社リーマン・ブラザーズの経営破たんが金融市場を揺るがし、日経平均株価は７月初めの13,000円
台半ばから９月末には11,000円水準にまで下落しました。 
  当第２四半期連結会計期間の商品先物市場では、金が金融不安を背景とした資金回避の動きのなかで上
昇し、ニューヨーク市場では７月中旬に本年３月の史上 高値に迫る１トロイオンス1,000ドル近辺（期
近）まで上昇しました。しかし、それまで金価格を支えていたドル安基調に変化が生じドル高に転じる
と、金価格は原油など他商品と同様に反落する流れをたどりました。その後も商品市場全般からの投資資
金の流出が続き、金は９月中旬に同750ドルの安値に落ち込みました。ただ700ドル台の示現によって割安
感が台頭し、需要国からの現物買いや、長期投資目的による金上場投資信託（ETF）への投資が活発化
し、９月後半には１トロイオンス900ドルまで急回復を見せました。一方、東京市場では７月の高値１グ
ラム3,300円台（期先）から９月中旬には同2,500円台まで急落しましたが、９月後半には再び同3,000円
台を回復しました。このように金価格は期を通じて乱高下を繰り返す展開となったことから、個人投資家
は投資に対する慎重な姿勢を見せるようになり、売買が手控えられる場面が目立ちました。プラチナは世
界的な自動車販売の落ち込みによって触媒需要の減少懸念が強まり、下落基調を鮮明にしました。ニュー
ヨーク市場では７月初めの１トロイオンス2,000ドル（期近）を高値に９月末には同1,000ドルへとほぼ半
値水準にまで下落しました。原油も世界経済の減速懸念から下落基調を続け、ニューヨーク市場では７月
につけた１バレル147ドル（WTI期近）の史上 高値から反落に転じると、９月中旬には同90ドルを示現、
４割近い下落を見せました。穀物は米国主産地で起きた洪水被害が軽微にとどまり、一転して豊作見通し
が強まったことからトウモロコシ、大豆ともに７月初めの史上 高値から反落しました。シカゴ市場では
トウモロコシが１ブッシェル７ドル台半ば（期近）から同５ドル割れまで、大豆は１ブッシェル16ドル台
半ば（期近）から同11ドル割れまでと、ともに４割近い下落となりました。その結果、当第２四半期連結
会計期間の全国商品取引所出来高（オプション取引を含む）は前年同連結会計期間比30.1％減の12,935千
枚となりました。なお、７月には東京工業品取引所の金先物ミニ取引が３限月制から６限月制に拡大され
ました。また、東京証券取引所では６月末に取引がスタートした金の上場投資信託（ETF）の取引単位が
９月より小口化され、売買高が増加傾向にあります。関連市場としての金先物市場の規模拡大にも期待が
持たれています。 
当第２四半期連結会計期間における事業別の概況は次の通りです。 
①商品先物取引事業 
 当第２四半期連結会計期間の商品先物市場は、７月には世界的な金融不安から商品市場に投資資金が
流入する場面もありましたが、その後は金融不安から景気減速懸念が広まり、商品市場からも資金が流
出する状況になりました。貴金属市場では安全資産としての金が見直される場面もありましたが、全体
としては投資家の投資姿勢は一層慎重に推移し、国内商品取引所の出来高は引き続き低迷を余儀なくさ
れました。結果として、当第２四半期連結会計期間の商品先物取引事業は、委託売買高が419千枚（前
年同四半期は411千枚）、受取手数料は９億87百万円（前年同四半期は10億06百万円）に留まりまし
た。 

②金融商品取引事業 

 イ）外国為替取引事業 
 当第２四半期連結会計期間の外国為替市場は、米ドル・円相場は前半がドル高・円安、後半がド
ル安・円高の展開、またユーロ・円相場は期を通してユーロ安・円高で推移しました。米国発の金
融不安が欧州に飛び火する形で欧州経済の先行き見通しが悪化、ユーロが売られやすい地合いが続
きました。サブプライム・ローン問題に端を発した世界的な金融不安の影響などにより方向感の掴
みづらい状況が続き、結果として、当第２四半期連結会計期間の外国為替証拠金取引にかかる収益
は２億51百万円（前年同四半期は４億96百万円）に留まりました。 

 ロ）証券事業 
 当第２四半期連結会計期間の株式市場は、米国発の金融不安の影響が大きな影を落とす中で、９
月には大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破たんの影響などもあり、国内株式市況は低迷を
余儀なくされました。その結果、当第２四半期連結会計期間の連結子会社アルバース証券株式会社

・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
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の証券事業における受入手数料は27百万円（前年同四半期は47百万円）となりました。 
③その他の事業 
 当第２四半期連結会計期間のその他の事業としては、毎月一定額を積み立てる金の定額購入商品「純
金積立」の手数料収入や連結子会社興栄商事株式会社の事業である不動産賃貸業務による収入、損害保
険代理店業務による保険料収入などがあり、合わせて３百万円の収益を計上いたしました。 
また、当第２四半期連結会計期間における当社グループの営業費用は、18億85百万円（前年同四半期は

17億83百万円）となりました。 
 以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は12億69百万円、営業損失は６億15百万円、経常損
失は５億25百万円、四半期純損失は４億94百万円となりました。 
 なお、当連結会計年度が新たな四半期会計基準の適用初年度にあたるため、前年同四半期連結会計期間
との比較分析は行なっておりません。文中の前年同四半期のデータはあくまでも参考数値であります。当
連結会計年度に属する当第２四半期連結会計期間以前の期間に関する連結経営成績に関する定性的情報に
ついては、当該四半期決算短信をご参照ください。 

  

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 
  ①資産 
 当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、第１四半期会計期間末に比べて5.0％減少し、359億92百万
円となりました。これは、現金及び預金の減少、差入保証金の減少等によるものであります。また、固定
資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて2.4％減少し、132億08百万円となりました。これは、投資有
価証券の評価損が増加したことなどによるものであります。 
 この結果、当第２四半期連結会計期間末の総資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて4.3％減少
し、492億01百万円となりました。 
  ②負債 
 当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、第１四半期連結会計期間末に比べて1.1％増加し、301億79
百万円となりました。これは、短期借入金及び１年以内返済予定の長期借入金の増加等によるものであり
ます。また、固定負債は、第１四半期連結会計期間末に比べて40.1％減少し、25億10百万円となりまし
た。これは、長期借入金を１年以内返済予定の長期借入金として流動負債に振り替えたことなどによるも
のであります。 
 また、特別法上の準備金として49百万円を計上しております。 
 この結果、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、第１四半期連結会計期間末に比べて4.1％減少
し、327億39百万円となりました。 
  ③純資産 
 当第２四半期連結会計期間末の純資産の合計は、第１四半期連結会計期間末に比べて4.6％減少し、164
億61百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金の評価損の増加等によるものであります。
 当第２四半期連結会計期間末の１株当たり純資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて、44円88銭減
少し、961円06銭となりました。また、自己資本比率は、第１四半期連結会計期間末の33.6％から、当第
２四半期連結会計期間末は33.4％となりました。 
④キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループのキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当第２四半期連
結累計期間の税金等調整前四半期純損失が10億61百万円となり、預り証拠金の減少や金銭の信託の取得等
により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローが減少したことによ
り、当第２四半期連結累計期間末は22億05百万円となりました。 
イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 
  当第２四半期連結累計期間において営業活動による資金は11億72百万円の減少となりました。これは主
に、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が10億61百万円となったことや預り証拠金の
減少、委託者先物取引差金の増加などによるものであります。 
ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 
  当第２四半期連結累計期間において投資活動による資金は15億９百万円の減少となりました。これは主
に、金銭の信託の取得による支出等によるものであります。 
ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 
  当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金は４億40百万円の増加となりました。これは主に、短
期借入金の増加などによるものであります。 

  

（当期の見通し） 
  当期は、世界的な金融危機の影響が大きな焦点であり、大統領選に絡んだ米国経済の動向、ユーロ圏経
済や中国経済の先行き、中東地域の不透明な政治情勢など、石油市場や貴金属市場は言うに及ばず、株式
市場や外国為替市場などを動かす要因には事欠かない状況であります。また、農産物市場においても食糧
危機とまで言われる需給動向や環境問題の行方などもあり、引き続き、金融市場、商品市場の先行きを予

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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測することが難しい環境にあります。 
 金融危機の影響は予測が難しい状況ですが、安全資産として注目を集める「金」をはじめ、原油、穀物
など商品市場については高騰局面の調整が進めば堅調に推移していくことが予想されます。また、株式市
場や外国為替市場の先行きにつきましても、国際協調による環境整備が推進されており、取引が再度拡大
することが期待されております。 
こうした中で当社グループは、「金」の営業キャンペーン展開や外国為替証拠金取引のオンライントレ

ードのサービス拡充などを進め、顧客数の増大など営業資産の拡大を図ってまいります。また、業務の効
率化などを推進し、経営管理体制の一層の強化に努めてまいります。 
  連結子会社アルバース証券株式会社においては、取扱商品の拡大を図り個人投資家への営業活動を一層
強化するとともに、公開買付け代理人業務などにも積極的に取り組んでまいります。また、連結子会社興
栄商事株式会社は、当社の営業活動に伴う印刷発注・取次業務の拡大、損害保険の代理店業務の拡充など
による収益拡大をめざしてまいります。連結子会社のエース アセット パートナーズ株式会社、ビバーチ
ェ・キャピタル・マネジメント株式会社においても、将来の投資顧問事業拡大に向けて着々と準備を進め
てまいります。 
当連結会計年度（平成20年４月１日～同21年３月31日）の業績予想につきましては、平成20年10月31日

付当社「平成21年３月期第２四半期連結累計期間業績予想との差異及び通期連結業績予想の修正に関する
お知らせ」において発表いたしました内容に変更はございません。 
  商品先物市場や外国為替証拠金取引市場の拡大、株式市場の市況回復が期待される一方で、国内外の政
治・経済の先行きについては引き続き予測の難しい部分があり、当社及び当社グループの業績がマーケッ
トの動向などによって変動を余儀なくされる状況も考慮しなければなりません。引き続き、市場リスク等
に対するリスク管理体制の強化に努めてまいります。 
 また、本資料における業績予想等の将来に関する記述につきましては、本資料の発表日現在において入
手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としてお
り、実際の業績は、リスク要因や不確実な要素によって、記載の予想数値と異なる結果となる可能性がご
ざいます。 

  
  

当連結会計年度より、ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社を新たに設立したため、連結
の範囲に含めております。 

該当事項はありません。 

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)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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、
評価基準については、先入先出法による原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に
変更しております。 
 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ5,995千円増加してお
ります。 
 ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっていましたが、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）
及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正
平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用して、通常の売買取引に係る方法に準
じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する方
法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ132千円減少しており
ます。 

  
  

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)

(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

(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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

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 11,077,061 13,314,756 

委託者未収金 470,599 440,292 

有価証券 1,500,000 2,729,222 

商品 390,837 327,365 

保管有価証券 1,839,245 2,116,470 

委託者先物取引差金 7,715,650 6,850,662 

差入保証金 9,570,105 9,742,909 

信用取引資産 481,225 1,202,220 

信用取引貸付金 430,967 1,164,315 

信用取引借証券担保金 50,257 37,905 

その他 3,032,682 1,358,248 

貸倒引当金 △84,901 △72,930 

流動資産合計 35,992,506 38,009,217 

固定資産 

有形固定資産 7,737,654 7,788,995 

無形固定資産 231,979 126,756 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,247,069 3,425,113 

その他 2,506,495 2,150,915 

貸倒引当金 △514,333 △348,304 

投資その他の資産合計 5,239,232 5,227,725 

固定資産合計 13,208,865 13,143,477 

資産合計 49,201,372 51,152,695 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 3,519,451 2,177,634 

1年内返済予定の長期借入金 2,075,880 562,680 

未払法人税等 20,877 166,391 

引当金 133,700 155,900 

預り証拠金 11,733,773 11,943,782 

外国為替取引預り証拠金 8,380,654 8,740,793 

預り証拠金代用有価証券 1,839,245 2,116,470 

信用取引負債 474,987 1,162,469 

信用取引借入金 424,729 1,125,764 

信用取引貸証券受入金 50,257 36,705 

その他 2,001,327 1,280,768 

流動負債合計 30,179,895 28,306,890 
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（単位：千円） 

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) 

固定負債 

長期借入金 1,360,000 3,154,540 

退職給付引当金 645,572 633,475 

役員退職慰労引当金 462,278 500,862 

その他 42,910 11,191 

固定負債合計 2,510,760 4,300,068 

特別法上の準備金 

商品取引責任準備金 22,151 19,630 

金融商品取引責任準備金 26,964 26,718 

特別法上の準備金合計 49,116 46,349 

負債合計 32,739,772 32,653,308 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,245,237 3,245,237 

資本剰余金 2,715,614 2,715,614 

利益剰余金 13,008,748 14,733,878 

自己株式 △2,252,185 △2,223,131 

株主資本合計 16,717,415 18,471,599 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △263,640 27,787 

評価・換算差額等合計 △263,640 27,787 

少数株主持分 7,825 － 

純資産合計 16,461,600 18,499,386 

負債純資産合計 49,201,372 51,152,695 
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 (2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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 

受取手数料 2,262,833 

売買損益 △70,972 

その他 239,860 

営業収益合計 2,431,721 

営業費用 3,569,803 

営業損失（△） △1,138,082 

営業外収益 

受取利息 42,986 

受取配当金 46,832 

有価証券売却益 138,526 

その他 17,876 

営業外収益合計 246,221 

営業外費用 

支払利息 96,768 

その他 23,538 

営業外費用合計 120,307 

経常損失（△） △1,012,167 

特別利益 

投資有価証券売却益 130,456 

会員権売却益 68,667 

その他 877 

特別利益合計 200,002 

特別損失 

投資有価証券売却損 64,461 

商品取引責任準備金繰入額 2,521 

金融商品取引責任準備金繰入額 245 

投資有価証券評価損 180,595 

その他 1,506 

特別損失合計 249,330 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,061,495 

法人税等調整額 1,950 

法人税、住民税及び事業税 62,564 

法人税等合計 64,515 

少数株主損失（△） △2,174 

四半期純損失（△） △1,123,835 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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

営業収益 

受取手数料 1,137,623 

売買損益 △576 

その他 132,589 

営業収益合計 1,269,637 

営業費用 1,885,310 

営業損失（△） △615,673 

営業外収益 

受取利息 31,741 

受取配当金 21,371 

有価証券売却益 91,499 

その他 6,845 

営業外収益合計 151,458 

営業外費用 

支払利息 48,978 

その他 12,564 

営業外費用合計 61,543 

経常損失（△） △525,758 

特別利益 

投資有価証券売却益 129,214 

会員権売却益 68,667 

商品取引責任準備金戻入額 39,375 

その他 △2,982 

特別利益合計 234,275 

特別損失 

金融商品取引責任準備金繰入額 245 

投資有価証券評価損 166,228 

その他 796 

特別損失合計 167,270 

税金等調整前四半期純損失（△） △458,752 

法人税、住民税及び事業税 51,372 

法人税等調整額 △13,416 

法人税等合計 37,956 

少数株主損失（△） △2,174 

四半期純損失（△） △494,534 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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損失（△） △1,061,495

減価償却費 122,895

貸倒引当金の増減額（△は減少） 177,999

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,096

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,584

特別法上の準備金の増減額（△は減少） 2,766

受取利息及び受取配当金 △89,819

支払利息 96,768

為替差損益（△は益） △4,080

有形固定資産売却損益（△は益） 347

有価証券売却損益（△は益） △204,522

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,471

委託者未収金の増減額（△は増加） △121,213

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

△864,987

短期差入保証金の増減額（△は増加） 84,387

信用取引資産の増減額（△は増加） 720,995

預り委託証拠金の増減額（△は減少） △580,148

信用取引負債の増減額（△は減少） △687,482 

その他 1,475,774

小計 △943,973

利息及び配当金の受取額 89,819

利息の支払額 △98,160

法人税等の支払額 △219,910

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,172,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,687,000

定期預金の払戻による収入 3,687,000

有価証券の取得（△）又は売却 1,367,749

金銭の信託の取得による支出 △1,997,334

有形固定資産の取得による支出 △46,097

有形固定資産の売却による収入 966

投資有価証券の取得による支出 △566,079

投資有価証券の売却による収入 138,181

貸付けによる支出 △92,000

その他 △315,022

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,509,636

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） 1,341,817

長期借入金の返済による支出 △281,340

少数株主からの払込みによる収入 10,000

自己株式の取得による支出 △29,053

配当金の支払額 △601,294

財務活動によるキャッシュ・フロー 440,128

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,241,772

現金及び現金同等物の期首残高 4,446,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,205,176
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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)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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 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) 

  

 全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「金融・投資サービス関連事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

 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) 

  

 全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省

略しております。 

  

 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) 

  

 海外営業収益が、連結営業収益の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

「参考」

（要約）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

科  目
（自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ．営業収益 3,182,840 

Ⅱ．販売費及び一般管理費 3,454,408 

  営業利益 △ 271,567 

Ⅲ．営業外収益

 1.受取利息 35,737 

 2.受取配当金 36,688 

 3.有価証券売却益 176,523 

 4.その他 16,878 

  営業外収益計 265,827 

Ⅳ．営業外費用

 1.支払利息 106,012 

 2.その他 15,335 

  営業外費用計 121,347 

  経常利益 △ 127,088 

Ⅴ.特別利益 88,163 

Ⅵ.特別損失 186,353 

 税金等調整前四半期純利益 △ 225,277 

 法人税等 25,084 

 四半期純利益 △ 250,363 
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中間連結キャッシュ・フロー計算書

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

      科    目 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １．税金等調整前中間純損失 △ 225,277 

 ２．減価償却費 122,713 

 ３．貸倒引当金の増加額又は減少額(△) 44,008 

 ４．賞与引当金の増加額又は減少額(△) 73,600 

 ５．役員賞与引当金の増加額又は減少額(△) △ 20,000 

 ６．退職給付引当金の増加額 25,548 

 ７．役員退職引当金の増加額又は減少額(△) △ 57,229 

 ８．特別法上の準備金の増加額又は減少額(△) △ 53,966 

 ９．受取利息及び配当金 △ 72,425 

１０．有価証券売却損益 △ 206,337 

１１．有価証券評価損 177,129 

１２．デリバティブ評価損益 △ 34,411 

１３．支払利息 106,012 

１４．為替差損益 △ 4,694 

１５．有形固定資産売却損益 761 

１６．有形固定資産除却損 2,552 

１７．委託者未収金の減少額又は増加額(△) 20,983 

１８．たな卸資産の増加額 9,736 

１９．委託者先物取引差金の増加額 △ 225,369 

２０．差入保証金の増加額(△)又は減少額 △ 1,376,257 

２１．信用取引資産の減少額 79,092 

２２．預り証拠金の増加額 839,072 

２３．信用取引負債の減少額 △ 82,704 

２５．その他 98,393 
       小  計 △ 759,069 

２６．利息及び配当金の受取額 72,425 

２７．利息の支払額 △ 106,991 

２８．法人税等の支払額 △ 135,010 
  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 928,646 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １．定期預金の預入による支出 △ 3,687,000 

 ２．定期預金の払戻による収入 3,687,000 

 ３．金銭の信託の取得による支出 △ 1,500,000 

 ４．金銭の信託の解約による収入 2,000,000 

 ５．有価証券の取得及び売却 △ 1,567,029 

 ６．有形固定資産の取得による支出 △ 45,991 

 ７．有形固定資産の売却による収入 7,446 

 ８．投資有価証券の取得による支出 △ 516,542 

 ９．投資有価証券の売却による収入 2,175,693 

１０．貸付金の回収による収入 10,000 

１１．その他 △ 15,090 
  投資活動によるキャッシュ・フロー 548,486 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １．短期借入金純増減(△)額 814,606 

 ２．長期借入金の返済による支出 △ 281,340 

 ３．自己株式の取得による支出 △ 64,928 

 ４．配当金の支払額 △ 519,754 
  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 51,416 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 32 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△) △ 431,609 
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 3,875,485 
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,443,876 
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