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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

(注) 従来、「商品先物取引業統一経理基準」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」に準拠して連結財務諸表を作成しておりましたが、当連結会
計年度の第１四半期連結会計期間より「金融商品取引業に関する内閣府令」（平成10年総理府令・大蔵省令第32号）及び「有価証券関連業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自主規制規則）に準拠して作成しております。この変更に伴い「純営業収益」を記載しております。  

(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 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 5,653 ― 5,610 ― 1,239 ― 1,250 ― 597 ―
20年3月期第3四半期 5,121 △11.1 ― ― 290 ― 427 ― 1,228 ―

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 8.28 ―
20年3月期第3四半期 17.02 ―

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3四半期 34,471 6,093 17.7 84.39
20年3月期 40,203 5,944 14.8 82.33

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,093百万円 20年3月期  5,944百万円

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  

金融商品取引業は合理的に業績予想を行うことが困難であるため、配当予想についても同様に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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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  

当社グループの業績は、外国為替市場、証券市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示しておりません。     
それに代えて、四半期及び通期の連結業績につきまして、その概略がまとまり次第、速やかにお知らせする予定です。 

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）  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、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 
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。 
当社グループの業績は、外国為替市場、証券市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示しておりません。なお、連結子
会社ひまわりインベストメント株式会社（旧会社名ひまわりＣＸ株式会社）では平成19年７月及び10月に実施した会社分割及び事業譲渡により、商品先物取引事業から撤退しており
ます。これらの影響により、通期の連結業績は、営業収益、経常利益、当期純利益ともに前期の計数とは大きく異なる可能性があります。当社では、四半期及び通期の連結業績に
つきまして、その概略がまとまり次第、速やかにお知らせする予定です。  

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3四半期  73,500,000株 20年3月期  73,500,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,301,903株 20年3月期  1,300,902株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  72,198,879株 20年3月期第3四半期  72,199,098株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、欧米金融危機を背景とした急速な円高や株価下落が企業収
益を圧迫するとともに、雇用情勢の悪化や消費マインドの低下などを引き起こし、景気後退局面を迎えて
おります。 
このような環境の中、当社グループでは、各事業において競争力を高めるための各種施策が功を奏する
とともに、リーマン・ショックをはじめとする米国の金融不安を背景に外国為替市場・証券市場のボラテ
ィリティの高まりを受け、外国為替取引関連事業、有価証券関連事業ともに取引高を大きく伸ばしまし
た。このため、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結営業収益は、外国為替取引関連事業、有
価証券関連事業の増収分が昨年度撤退した商品先物取引事業の手数料収益(６億47百万円)を補って余りあ
る結果となり、56億53百万円（前年同期比10.4％増）となりました。 
一方、連結営業費用は、昨年度の商品先物取引事業からの撤退により人件費を中心に前年同期に比べて
大きく減少し、43億71百万円（前年同期比9.5％減）となりました。 
この結果、連結営業利益は12億39百万円（前年同期比326.6％増）、連結経常利益は12億50百万円（前
年同期比192.2％増）、連結四半期純利益は５億97百万円となりました。なお、前年同期には特別利益と
して事業譲渡益６億67百万円が計上されているため、前年同期との比較では連結四半期純利益は６億30百
万円の減少となりました。 
各事業セグメントの概況は次の通りです。 
  
（外国為替取引関連事業） 
ドル円相場は、ゆるやかな円安が続き８月には１ドル＝110円台となりましたが、その後、米国金融不
安や米国の実質ゼロ金利政策の影響を受け、13年ぶりに１ドル＝90円を割れるなど急激な円高へと進み、
１ドル＝91円03銭で当第３四半期連結累計期間を終えました。 
こうした中、連結子会社ひまわり証券株式会社およびFX ZERO株式会社において、競争力の向上を図る
各種施策の効果に加え、リーマン・ショックをはじめとする欧米の金融不安を背景に外国為替相場のボラ
ティリティが高まったことから、第２四半期を中心に取引高は総じて高水準に推移し、当第３四半期連結
累計期間における外国為替取引関連事業の営業収益は43億63百万円（前年同期比28.4％増）と大幅な増収
となりました。 
  
（有価証券関連事業） 
日経平均株価は、好調な国内企業業績を背景に昨年夏に14,000円台まで回復しましたが、その後、米国
リーマン・ブラザーズの破綻などに端を発する世界同時株安の影響や、景気に対する先行き不安感などに
より一時は５年ぶりに8,000円を割れるなど急激に下落し、8,859円56銭で当第３四半期連結累計期間を終
えました。 
こうした中、連結子会社ひまわり証券株式会社におきましては、株式市場において個別銘柄の取引が冷
込むなか、当社グループの中核である株価指数先物・オプション取引において、委託手数料を半額に引き
下げたことや、値下がり場面でも利益を得られるという取引の特徴から日経225miniを中心に取引高が増
加しました。この結果、当第３四半期連結累計期間における有価証券関連事業の営業収益は12億49百万円
（前年同期比21.6％増）となりました。 
  
（ディーリングその他の事業） 
連結子会社ひまわりインベストメント株式会社において外国為替証拠金取引、証券取引、商品先物取引
を対象に自己ディーリングを行っており、当第３四半期連結累計期間の営業収益は40百万円となりまし
た。 

  

（注）１. 第１四半期連結会計期間より、従来、「証券取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を

「有価証券関連事業」に、「商品先物取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を「ディーリ

ングその他の事業」にそれぞれ変更しております。 

 ２. 各事業の営業収益には、内部営業収益が含まれているため、各事業の営業収益の合計は連結営業収益とは

一致しません。 

  
  

（資産、負債、純資産の状況） 
当第３四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ57億31百万円減少し344億71百万円となりま
した。これは主に、預託金が２億79百万円増加し、現金及び預金が41億25百万円、短期差入保証金が６億
90百万円、投資有価証券が６億96百万円それぞれ減少したためであります。 
負債総額は、前期末と比べ58億80百万円減少し283億78百万円となりました。これは主に、短期借入金
が８億円、外国為替取引預り証拠金（外国為替受入証拠金）が39億51百万円、受入保証金が４億62百万円
それぞれ減少したこと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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純資産は、前期末と比べ１億48百万円増加し60億93百万円となりました。これは主に剰余金の配当１億
44百万円を実施したこと、持分法の適用範囲の変動による２億78百万円の減少、および四半期純利益５億
97百万円を計上したためであります。なお、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は17.7％となっ
ております。 
  
（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは14億87百万円（前年同期は△１億53
百万円）、投資活動によるキャッシュ・フローは△５億18百万円（前年同期は８億68百万円）、財務活動
によるキャッシュ・フローは△９億44百万円（前年同期は△６億71百万円）となりました。これらに新規
連結に伴う資金の増加額および連結除外に伴う資金の減少額を加減算した結果、当第３四半期連結会計期
間末の現金及び現金同等物は期首より２億23百万円増加し、38億28百万円となりました。 
当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの詳細は以下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 
当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、14億87百万円となりました。主
な増加項目は、税金等調整前四半期純利益８億43百万円の計上、外国為替取引顧客分別金信託（現金及
び預金）の減少43億59百万円および短期差入保証金の減少６億90百万円であります。一方、主な減少項
目は、外国為替取引預り証拠金（外国為替受入証拠金）の減少39億51百万円、受入保証金の減少４億62
百万円などであります。 
② 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、定期預金の払戻による収入１億円や、投資有価証券の取得に
よる支出２億75百万円および貸付けによる支出２億43百万円などにより、△５億18百万円となりまし
た。 
③ 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、剰余金の配当１億44百万円を実施したことや、短期借入金を
８億円返済したことなどにより△９億44百万円となりました。 

  

  

当社は連結子会社を通じて金融商品取引業（外国為替証拠金取引・証券取引等）を営んでおり、当社グ
ループの業績は各事業の相場動向や市場流動性などのマーケット環境およびこれらを取り巻く経済環境等
に大きく影響を受けます。 
当社グループでは、収益基盤を一層強固なものにするため、中核事業である外国為替証拠金取引や証券
取引において取引口座や預り資産の増大に努めるとともに、証券ＣＦＤ取引やシステムトレードのサービ
スなど新たな収益源となるべき新商品・新サービスの開発や投資顧問業務など市況の影響を受けにくい安
定した収益源の育成に取り組んでおります。しかし、当第３四半期連結累計期間におきましては、営業収
益56億53百万円のうち受入手数料が10億23百万円（営業収益に対する構成比18.1％）、トレーディング損
益が44億25百万円（同78.3％）、合計で54億49百万円（同96.4％）と相当程度の割合を占めており、相場
動向の変動に大きく依存しております。 
このように将来の相場動向の変動を的確に予測することが困難な状況で業績予想値を開示することは、
投資家の皆様の投資判断を誤らせる恐れがあるため、当社は通常の業績予想を開示しておりません。この
ため、当社では、四半期および通期の連結業績につきまして、その概略がまとまり次第、速やかにお知ら
せする予定です。 
なお、連結子会社ひまわりインベストメント株式会社（旧会社名ひまわりＣＸ株式会社）において、平
成19年７月および10月に実施した会社分割および事業譲渡により商品先物取引事業から撤退した結果、平
成21年３月期の連結業績は、営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前期の計数とは大きく異
なる可能性があります。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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特定子会社の異動はありません。なお、当連結会計年度より、FX ZERO株式会社を新たに連結子会社
とし、またDAIWA FINANCIAL SERVICES COMPANY LTD.を連結の範囲から除外しております。加えて、持
分法適用関連会社であったドットコモディティ株式会社は、同社の第三者割当増資等により、当社の持
分が減少したため、第２四半期連結会計期間より持分法の範囲から除外しております。また、当第３四
半期連結会計期間から、21世紀アセットマネジメント株式会社を持分法の範囲に含めております。 
  

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

  
２．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。 

  
３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックス・プランニングに、当第３四半期連結累計期間における大幅な変動による影響を加味し
たものを利用する方法によっております。 

  

  

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。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 15,566,902 19,692,511

預託金 1,729,556 1,449,765

信用取引資産 858,520 1,373,955

短期差入保証金 9,938,859 10,629,262

支払差金勘定 55,708 80,943

立替金 3,231 3,591

外国為替勘定 4,354,871 4,244,772

繰延税金資産 51,373 86,518

その他 365,174 368,474

貸倒引当金 △22,635 △2,460

流動資産合計 32,901,562 37,927,334

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 39,212 30,459

器具及び備品（純額） 174,262 213,152

有形固定資産合計 213,475 243,611

無形固定資産 336,458 396,166

投資その他の資産   

投資有価証券 287,737 984,427

長期未収債権 176,190 144,882

繰延税金資産 106,755 114,752

その他 734,696 648,224

貸倒引当金 △285,248 △255,863

投資その他の資産合計 1,020,131 1,636,423

固定資産合計 1,570,065 2,276,201

資産合計 34,471,628 40,203,535
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

信用取引負債 858,520 1,373,955

預り金 655,235 673,688

受入保証金 9,269,330 9,732,222

外国為替受入証拠金 16,325,736 20,276,749

短期借入金 500,000 1,300,000

未払法人税等 136,265 110,597

賞与引当金 39,160 125,800

その他 204,779 328,677

流動負債合計 27,989,028 33,921,691

固定負債   

退職給付引当金 342,265 298,458

固定負債合計 342,265 298,458

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 － 39,149

金融商品取引責任準備金 47,182 －

特別法上の準備金合計 47,182 39,149

負債合計 28,378,476 34,259,298

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,460,000 3,460,000

資本剰余金 740,419 740,419

利益剰余金 1,993,045 1,843,477

自己株式 △96,094 △96,056

株主資本合計 6,097,370 5,947,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,218 △4,594

為替換算調整勘定 － 989

評価・換算差額等合計 △4,218 △3,604

純資産合計 6,093,152 5,944,236

負債・純資産合計 34,471,628 40,203,535
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  （2）【四半期連結損益計算書】 
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(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 1,023,482

トレーディング損益 4,425,743

金融収益 38,074

その他 166,509

営業収益合計 5,653,810

金融費用 42,989

純営業収益 5,610,820

販売費及び一般管理費  

取引関係費 1,126,850

人件費 1,116,859

不動産関係費 197,391

事務費 93,383

電算機費 1,134,090

減価償却費 222,448

租税公課 43,852

貸倒引当金繰入額 63,594

その他 373,197

販売費及び一般管理費合計 4,371,668

営業利益 1,239,151

営業外収益  

受取利息 71,241

その他 13,506

営業外収益合計 84,747

営業外費用  

持分法による投資損失 68,363

為替差損 5,107

営業外費用合計 73,470

経常利益 1,250,428
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（単位：千円）

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

特別利益  

受取保険金 26,000

その他 2,478

特別利益合計 28,478

特別損失  

金融商品取引責任準備金繰入れ 8,032

関係会社株式評価損 311,310

投資有価証券評価損 13,441

役員退職慰労金 16,000

リース解約損 59,414

年金基金特別掛金 22,116

その他 4,632

特別損失合計 434,948

税金等調整前四半期純利益 843,959

法人税、住民税及び事業税 202,783

法人税等調整額 43,501

法人税等合計 246,284

四半期純利益 597,674
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 843,959

減価償却費 222,448

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63,594

賞与引当金の増減額（△は減少） △87,376

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,699

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 8,032

受取利息及び受取配当金 △71,734

支払利息 19,087

為替差損益（△は益） 77,088

投資事業組合運用損益（△は益） △1,255

持分法による投資損益（△は益） 68,363

投資有価証券評価損益（△は益） 13,441

関係会社株式評価損 311,310

預託金の増減額（△は増加） 208

短期差入保証金の増減額（△は増加） 690,402

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △280,000

外国為替取引顧客分別金信託の増減額(△は増
加）

4,359,364

長期未収債権の増減額（△は増加） △35,742

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） △3,951,013

外国為替勘定の増減額（△は増加） △110,098

受入保証金の増減額（△は減少） △462,891

預り金の増減額（△は減少） △19,389

支払差金勘定の増減額（△は減少） 25,235

その他 △147,372

小計 1,555,362

利息及び配当金の受取額 132,324

利息の支払額 △19,087

法人税等の支払額 △180,905

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,487,693

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △60,735

無形固定資産の取得による支出 △24,043

投資有価証券の取得による支出 △275,000

投資有価証券の売却による収入 4,126

貸付けによる支出 △243,551

貸付金の回収による収入 1,412

その他 △20,235

投資活動によるキャッシュ・フロー △518,027
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（単位：千円）

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

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 32,556,389

短期借入金の返済による支出 △33,356,389

自己株式の取得による支出 △38

配当金の支払額 △144,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △944,436

現金及び現金同等物に係る換算差額 △77,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,858

現金及び現金同等物の期首残高 3,605,694

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 284,681

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △9,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,828,714
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
  該当事項はありません。 

  

１ 事業の種類別セグメント情報 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：千円）

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 第１四半期連結会計期間より、従来、「証券取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を

「有価証券関連事業」に、「商品先物取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を「ディーリ

ングその他の事業」にそれぞれ変更しております。 

  
２ 所在地別セグメント情報 

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

 在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  
３ 海外売上高（営業収益） 

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

 海外売上高（営業収益）がないため、該当事項はありません。 

  

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

 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

外国為替取引
関連事業 
(千円)

有価証券関連
事業 
(千円)

ディーリング
その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

4,363,775 1,249,122 40,912 5,653,810 ― 5,653,810

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

― 139 ― 139 (139) ―

計 4,363,775 1,249,262 40,912 5,653,949 (139) 5,653,810

営業利益又は営業損失(△) 2,196,814 △462,603 △75,199 1,659,011 (419,859) 1,239,151

(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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（要約）前四半期連結損益計算書 

  

「参考」

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日) 

Ⅰ 営業収益 

１ 受取手数料 1,563,260 

２ 売買損益 3,438,995 

３ その他 119,692 

営業収益合計 5,121,949 

Ⅱ 販売費及び一般管理費

１ 取引関係費 492,925

２ 人件費 1,367,497 

３ 調査費 154,351

４ 旅費交通費 49,726

５ 通信費 109,176

６ 広告宣伝費 706,077

７ 地代家賃 215,416

８ 電算機費 910,665 

９ 減価償却費 239,336 

10 その他 586,314 

販売費及び一般管理費合計 4,831,487 

  営業利益 290,462 

Ⅲ 営業外収益 155,878

Ⅳ 営業外費用 18,403

  経常利益 427,937 

Ⅴ 特別利益

１ 商品取引責任準備金戻入額 26,147 

２ 貸倒引当金戻入額 41,016

３ 持分変動差益 374,215

４ 事業譲渡益 667,565

特別利益合計 1,108,943 

Ⅵ 特別損失

１ 証券取引責任準備金繰入額 10,751 

２ 固定資産除却損 6,586 

３ リース解約損 87,166

４ その他 74,724

特別損失合計 179,228 

税金等調整前四半期純利益 1,357,652 

法人税、住民税及び事業税 149,077 

法人税等調整額 △ 19,965

四半期純利益 1,228,541 
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日) 

Ⅰ 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 1,357,652 

減価償却費 239,336 

貸倒引当金の減少額 △ 41,016

退職給付引当金の減少額 △ 61,475
 商品取引責任準備金の減少額 △ 26,147

証券取引責任準備金の増加額 10,751 

受取利息及び受取配当金 △ 136,959

支払利息 17,873 

持分法による投資損失 529

持分変動差益 △ 374,215

事業譲渡益 △ 667,565

預託金の減少額 193,725

差入保証金の増加額 △ 4,374,588

顧客分別金の増加額 △ 250,000 

外国為替取引顧客分別金信託の減少額 1,956,087

 委託者未収金の減少額 85,414

長期未収債権の増加額 △ 43,774
 委託者先物取引差金（借方）の減少額 946,230

 預り証拠金の増加額 2,327,217

外国為替取引預り証拠金の減少額 △ 817,023

外国為替勘定の増加額 △ 785,964

受入保証金の増加額 906,338 

預り金の増加額 128,128 

支払差金勘定の減少額 △ 91,284

その他 △ 766,164

小計 △ 266,891

利息及び配当金の受取額 168,192 

利息の支払額 △ 17,873

法人税等の受取額 △ 36,582 

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 153,155

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 △ 173,268

無形固定資産の取得による支出 △ 133,787

投資有価証券の取得による支出 △ 400,000

投資有価証券の売却による収入 8,123

事業譲渡による収入 1,525,792

その他 41,871 

投資活動によるキャッシュ・フロー 868,730 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 6,801,500

短期借入金の返済による支出 △ 7,472,700

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 671,200

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 6,748 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 37,626 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,755,677 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,793,304 
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