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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,498 ― 1,400 ― △1,626 ― △1,578 ― △1,422 ―

20年3月期第3四半期 3,187 △14.0 3,018 △14.8 △721 ― △669 ― △905 ―

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3四半期 △71.13 ―

20年3月期第3四半期 △45.27 ―

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3四半期 10,381 3,999 38.5 199.95 267.6
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3四半期  3,999百万円 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3四半期  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3四半期  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3四半期  20,003,893株 20年3月期第3四半期  20,005,538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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平成20年４月１日から12月31日の９か月間（以下、当第３四半期）におけるわが国の経済は、米国サブプライムロー

ン問題に端を発した米国発の金融危機による世界金融市場の混乱の影響で、株価の大幅な下落や急激な円高等を引き起こ

し急速に企業収益が悪化、景気の減速が顕著になりました。 

株式市場におきましては、日経平均株価が６月に14,000円台を回復したものの、米国大手金融機関の破綻を契機に先

行き不透明感が急速に強まり、10月下旬に一時7,000円を割り込むまで急落してバブル崩壊後の 安値を下回り、その後

やや持ち直し当第３四半期末は8,859円56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３四半期は株式相場の低迷の影響を受け、株式の委託手数料が前年同期比で８億60百万円減の６億25百万円（前年

同期比57.9％減）、債券、受益証券を含めた委託手数料の合計は、６億30百万円（前年同期比57.7％減）となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、77百万円（前年同期比67.8％減）となりました。 

また、その他の受入手数料は、１億18百万円（前年同期比34.4％減）となりました。 

※「金融商品取引法等の一部を改正する法律」等の施行（平成20年12月12日）に伴い、「有価証券関連業経理の統一に

関する規則」が一部改正され、従来の「引受け・売出し手数料」および「募集・売出しの取扱手数料」は、「引受け・

売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」および「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」

にそれぞれ変更されました。   

・トレーディング損益 

当第３四半期の株券等トレーディング損益は、３億45百万円（前年同期比53.8％減）となりました。また、債券等トレ

ーディング損益は１億86百万円（前年同期比12.1％減）となり、全体で５億32百万円（前年同期比44.6％減）となりまし

た。 

・金融収支 

当第３四半期の金融費用は、97百万円（前年同期比42.3％減）となりました。一方、金融収益は、１億39百万円（前年

同期比53.9％減）となり、金融収支は差し引きで42百万円（前年同期比68.5％減）となりました。 

以上の結果、当第３四半期の純営業収益は、14億円（前年同期比53.6％減）となりました。 

② 販売費・一般管理費 

当第３四半期の販売費・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等に伴い報酬および

インセンティブ部分が減少し、人件費が４億14百万円減の13億97百万円（前年同期比22.9％減）、取引関係費が１億32百

万円減の５億７百万円（前年同期比20.8％減）、事務費が98百万円減の５億15百万円（前年同期比16.1％減）等により合

計７億13百万円減少し、30億26百万円（前年同期比19.1％減）となりました。 

③ 特別損益 

当第３四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77百万円および証券市場基盤整備基金拠出金の

戻入23百万円等の合計４億76百万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、ゴルフ会員権売却損11百万円等、合計で３億17百万円を計上いたしました。 

以上の結果、当第３四半期の経常損失は15億78百万円（前年同期は６億69百万円の経常損失）四半期純損失は14億22百

万円（前年同期は９億５百万円の四半期純損失）となりました。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 
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（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および平成20年11月に発行した転換社債型新株予約権付社債が主な財源と

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３四半期末の資産合計は、前期末と比べ62億55百万円減少し103億81百万円となりました。その主な要因は、信用

取引資産39億69百万円、現金・預金13億97百万円が減少したこと等によるものであります。 

② 負債 

当第３四半期末の負債合計は、前期末と比べ47億86百万円減少し63億81百万円となりました。その主な要因は、転換社

債型新株予約権付社債が５億円増加したものの信用取引負債45億49百万円、金融商品取引責任準備金３億48百万円および

受入保証金２億91百万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３四半期末の純資産合計は、前期末と比べ14億69百万円減少し、39億99百万円となりました。その主な要因は、当

四半期純損失14億22百万円を計上したこと等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３四半期末残高は、期首残高に比べて13億97百万円減少し18億20百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、22億67百万円の減少（前年同期は１億86百万円の増加)となり

ました。これは主として、預託金が４億21百万円減少したものの税引前四半期純損失の計上14億19百万円、信用取引資金

が５億79百万円減少、預り金及び受入保証金が５億７百万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３四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、29百万円の減少（前年同期は96百万円の減少）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28百万円、投資有価証券の売却による収入14百万円およびゴルフ会員権の

償還による収入12百万円を計上したものの有形固定資産の取得による支出63百万円、無形固定資産の取得による支出14百

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３四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（前年同期は14億25百万円の減少）となり

ました。これは主として、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入５億円および短期借入金の増加４億円が生じた

ことによるものであります。 

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３四半期におきましては、営業収益14億98百万円のうち株式受入手数料が６億35百万円（営業収益に対する構成比

42.4％）、株式のトレーディング損益が３億45百万円（同23.1％）、合計で９億81百万円（同65.5％）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、当社は四半期及び通期の業績

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、当四半期の急速な景気後退懸念が強まる中、引き続き「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が、一方でコストの大幅削減に向けたプロジェクトを立ち上げ、費用の全面的な見直しを図ってお

ります。また、平成20年11月20日には、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）５億

円を発行し、業績の立て直しを図るため、営業活動に係る人材・組織体制の再構築や社内ネットワーク等のシステムの再

整備等のための資金調達を行いました。今後も収益構造の見直しを推し進め、目標達成に向け計画を推進して参ります。

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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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。 

  

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 

（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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,820,498 3,218,244

預託金 2,030,055 2,451,462

顧客分別金信託 1,939,265 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 5,142 5,106

信用取引資産 3,018,322 6,988,044

信用取引貸付金 2,780,049 6,843,598

信用取引借証券担保金 238,273 144,446

立替金 440 689

顧客への立替金 440 －

その他の立替金 － 689

短期差入保証金 420,000 592,000

短期貸付金 453 1,382

前払金 8,939 －

前払費用 27,932 39,654

未収入金 54,787 57,964

未収収益 43,371 102,122

貸倒引当金 △7,227 △10,558

流動資産計 7,422,715 13,452,337

固定資産   

有形固定資産 1,266,142 1,308,253

建物 332,449 347,396

器具備品 100,358 127,523

土地 833,333 833,333

無形固定資産 112,579 130,738

借地権 2,487 2,487

電話加入権 23,923 23,923

ソフトウエア 86,115 104,193

その他 54 134

投資その他の資産 1,580,078 1,745,803

投資有価証券 1,043,374 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 62,520 59,070

長期差入保証金 287,001 365,784

長期前払費用 3,327 4,248

長期立替金 93,312 116,845

その他 83,530 112,030

貸倒引当金 △95,252 △118,934

固定資産計 2,958,800 3,184,796

資産合計 10,381,516 16,637,133
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,133,731 5,683,293

信用取引借入金 702,766 5,282,955

信用取引貸証券受入金 430,964 400,338

有価証券担保借入金 － 89,405

預り金 1,168,088 1,383,958

顧客からの預り金 1,021,919 1,279,649

その他の預り金 146,168 104,309

受入保証金 903,297 1,194,742

短期借入金 1,150,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,000,000

未払金 39,577 181,489

未払費用 138,737 138,084

未払法人税等 7,848 9,709

賞与引当金 24,000 77,006

流動負債計 5,565,281 10,507,690

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 500,000 －

繰延税金負債 57,050 69,959

退職給付引当金 188,499 150,644

その他の固定負債 10,850 31,000

固定負債計 756,400 251,603

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 6,381,833 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 △421,990 1,000,823

自己株式 △3,377 △3,052

株主資本合計 4,030,531 5,453,669

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,848 15,384

評価・換算差額等合計 △30,848 15,384

純資産合計 3,999,683 5,469,054

負債・純資産合計 10,381,516 16,637,133
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

受入手数料 826,492

委託手数料 630,347

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

77,403

その他の受入手数料 118,741

トレーディング損益 532,171

金融収益 139,574

営業収益計 1,498,238

金融費用 97,367

純営業収益 1,400,870

販売費・一般管理費 3,026,932

取引関係費 507,132

人件費 1,397,448

不動産関係費 457,774

事務費 515,898

減価償却費 75,156

租税公課 19,034

その他 54,488

営業損失（△） △1,626,061

営業外収益  

受取配当金 61,405

その他 7,201

営業外収益計 68,607

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 12,000

投資事業組合運用損 3,223

社債発行費 2,659

社債利息 1,965

その他 771

営業外費用計 20,620

経常損失（△） △1,578,074
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

証券市場基盤整備基金拠出金戻入額 23,432

貸倒引当金戻入額 14,409

投資有価証券売却益 13,000

特別利益計 476,482

特別損失  

過怠金等 275,000

減損損失 18,229

ゴルフ会員権売却損 11,700

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 317,915

税引前四半期純損失（△） △1,419,506

法人税、住民税及び事業税 5,721

法人税等調整額 △2,414

法人税等合計 3,306

四半期純損失（△） △1,422,813
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △1,419,506

減価償却費 75,156

減損損失 18,229

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,013

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） 37,855

受取利息及び受取配当金 △64,413

支払利息 40,423

賞与引当金戻入額 △77,006

証券市場基盤整備基金拠出金戻入額 △23,432

投資有価証券売却損益（△は益） △13,000

固定資産除却損 1,241

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 11,700

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） 929

預託金の増減額（△は増加） 421,407

立替金の増減額（△は増加） 23,782

短期差入保証金の増減額（△は増加） 172,000

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △507,315

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） △36

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △579,840

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △89,405

その他の資産の増減額（△は増加） 122,972

その他の負債の増減額（△は減少） △48,583

小計 △1,979,968

利息及び配当金の受取額 64,413

利息の支払額 △38,910

過怠金等の支払額 △275,000

リース解約等に伴う支払額 △25,171

法人税等の支払額 △12,919

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,267,555
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △63,746

無形固定資産の取得による支出 △14,982

投資有価証券の取得による支出 △535

投資有価証券の売却による収入 14,000

従業員に対する長期貸付けによる支出 △10,700

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 7,249

ゴルフ会員権の償還による収入 12,765

ゴルフ会員権の売却による収入 300

差入保証金の差入による支出 △2,839

差入保証金の回収による収入 28,622

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,866

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） 400,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 500,000

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 899,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,397,746

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 1,820,498
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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。 

  

 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）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等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  
前年同四半期 

（自 平成19年４月１日 
     至 平成19年12月31日）  

  

 区分 金額（千円）
百分比
（％）  

営業収益          

  受入手数料  1,923,699      

   委託手数料  1,491,218      

   引受け・売出し手数料  10,881      

   募集・売出しの取扱手数料  240,722      

   その他  180,878      

 トレーディング損益   960,695      

  金融収益  302,687      

営業収益計  3,187,082  100.0

 金融費用  168,859  5.3

純営業収益  3,018,222  94.7

販売費・一般管理費     

取引関係費  639,974      

人件費   1,812,323      

不動産関係費   476,192      

事務費   614,880      

減価償却費   74,904      

租税公課   23,454      

貸倒引当金繰入   21,462      

その他   76,995      

販売費・一般管理費計  3,740,188  117.4

営業損失  721,965  22.7

営業外収益  59,874  1.9

営業外費用  6,965  0.2

経常損失  669,056  21.0

 特別損失         

  過怠金  111,000      

  投資有価証券評価額  64,500      

  証券取引責任準備金繰入  49,941      

  その他  5,423      

 特別損失計  230,864  7.2

  税引前四半期純損失   899,921  28.2

  法人税、住民税及び事業税  5,710  0.2

   法人税等調整額  － －

   四半期純損失  905,632  28.4
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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

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △899,921

減価償却費  74,904

貸倒引当金の増加（△減少）額  21,862

証券取引責任準備金の増加（△減少）額  49,941

退職給付引当金の増加（△減少）額  5,307

受取利息および受取配当金 △60,623

支払利息  49,309

固定資産除却損  2,911

投資有価証券評価損  64,500

過怠金  111,000

貸付金の（△増加）減少額  1,975

預託金、立替金の（△増加）減少額  1,525,866

短期差入保証金の（△増加）減少額 △540,000

預り金、受入金の増加（△減少）額 △904,761

信用取引資産・負債の増減額  1,333,154

有価証券担保借入金の増加（△減少）額 △210,587

その他の資産の（△増加）減少額 △302,328

その他の負債の増加（△減少）額 △34,433

小計  288,078

利息および配当金の受取額  60,623

利息の支払額 △47,969

過怠金の支払額 △111,000

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  186,141
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前年同四半期

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

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 △33,324

有形固定資産の売却による収入  10

無形固定資産の取得による支出 △63,530

貸付金による支出 △4,000

貸付金の回収による収入  8,455

保証金の差入による支出 △15,125

差入保証金の返還による収入  11,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,111

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 △1,425,000

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 △1,425,098

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △1,335,068

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  3,174,710
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６．その他の情報 

１．受入手数料 

（１）科目別内訳                                     （単位：千円）

（注）「金融商品取引法等の一部を改正する法律」等の施行（平成20年12月12日）に伴い、「有価証券関連業経理の

統一に関する規則」の一部が改正され、受入手数料の内訳科目の「引受け・売出し手数料」および「募集・売出しの

取扱手数料」は、「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」および「募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料」にそれぞれ変更されております。   

(２）商品別内訳                                      （単位：千円）

  

  前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前期比 前事業年度 

      ％   

 委託手数料  1,491,218    630,347    42.3  1,739,804

（株券）  (1,486,655)    (625,834)    (42.1)  (1,734,080)

（債券）  (1,473)    (1,486)    (100.9)  (1,741)

（受益証券）  (3,089)    (3,025)    (97.9)  (3,982)

引受け・売出し・特定投資家向け

売付け勧誘等の手数料 
 10,881    －    －  10,881

（株券）  (9,847)  －    －  (9,847)

（債券）  (1,033)    －    －  (1,033)

募集・売出し・特定投資家向け売

付け勧誘等の取扱手数料 
 240,722    77,403    32.2  262,030

（株券）  (51)    －    －  (51)

（債券）  (2,010)    (31,126)    (1,548.1)  (2,183)

（受益証券）  (238,660)    (46,277)    (19.4)  (259,796)

 その他の受入手数料  180,878    118,741    65.6  231,962

（株券）  (19,193)    (9,832)    (51.2)  (23,956)

（債券）  (899)    (768)    (85.5)  (903)

（受益証券）  (153,435)    (102,201)    (66.6)  (196,203)

（その他）  (7,350)    (5,939)    (80.8)  (10,899)

 合計  1,923,699    826,492    43.0  2,244,678

  前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前期比 前事業年度 

            ％      

 株券  1,515,747    635,667  41.9  1,767,935

 債券  5,416    33,381  616.3  5,861

 受益証券  395,185    151,504  38.3  459,981

 その他  7,350    5,939  80.8  10,899

 合計  1,923,699    826,492  43.0  2,244,678
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２．トレーディング損益                                  （単位：千円）

  

３．自己資本規制比率 

  前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間  前期比 前事業年度 

            ％      

 株券等    748,947    345,994     46.2  800,032

 債券等     211,748     186,177    87.9  270,124

 合計     960,695     532,171    55.4  1,070,157

    前第３四半期末（百万円）  当第３四半期末（百万円） 

 固定化されていない自己資本の額    （Ａ）  5,158  3,136

 リ ス ク 相 当 額        （Ｂ）  1,539  1,171

   市場リスク相 当 額           23  12

   取引先リスク相当額                216    64

   基礎的リスク相当額               1,299            1,094

 自 己 資 本 規 制 比 率 

 （Ａ） /  (Ｂ） × １００       ％ 
   335.1             267.6
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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 

当第３四半期

自20.10.１ 

至20.12.31 

営業収益  1,334 1,087 765 496  623  441  433

受入手数料  874 681 368 320  349  223  252

トレーディング損益  347 296 316 109  221  164  146

金融収益  112 109 80 65  52  52  35

金融費用  60 58 49 39  35  34  26

純営業収益  1,273 1,028 715 456  587  406  407

販売費・一般管理費  1,278 1,247 1,214 1,204  1,087  976  963

取引関係費  200 218 221 200  181  172  152

人件費  637 582 592 579  525  423  448

不動産関係費  156 164 155 165  155  156  146

事務費  216 205 193 194  173  174  168

減価償却費  23 25 25 28  24  24  25

租税公課  10 7 4 20  6  6  6

その他  33 44 21 14  19  18  16

営業利益  △4 △218 △498 △747  △499  △569  △556

営業外収益  56 1 2 2  61  5  1

営業外費用  1 5 0 3  0  15  5

経常利益  50 △223 △496 △748  △438  △579  △560

特別利益 － － － －  428 －  50

特別損失  19 84 127 797  300  7  11

税引前四半期純利益  31 △308 △623 △1,545  △311  △586  △521

法人税、住民税及び 

事業税 
 1 2 1 1  1  2  1

法人税等調整額 － － － 59  △0  △0  △0

   

四半期純利益 
 29 △310 △624 △1,606  △312  △588  △522
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