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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 8,132 ― 7,955 ― △1,854 ― △1,602 ― △2,646 ―
20年3月期第3四半期 12,500 18.3 12,262 18.5 2,351 42.6 2,673 36.8 1,697 48.3

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3四半期 △33.94 ―
20年3月期第3四半期 21.12 ―

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 54,358 31,427 57.8 423.64 598.3
20年3月期 61,533 36,619 59.5 455.64 702.4

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  31,427百万円 20年3月期  36,619百万円

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  

21年３月期の配当予想額については、未定であります。理由等については１ページ「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」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 ― 5.00 ― 3.00 8.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

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  

 当社の業績は、株式市況等の動向により大きく変動する可能性があり、株主や投資家の皆様の投資判断にかえって悪影響を及ぼしかねないと危惧することから、業績予想は開
示しておりません。 
 なお、決算数値がほぼ確定したと考えられる時点において当該数値を速報値として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  無  

(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、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) 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 有

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  80,537,033株 20年3月期  80,537,033株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  6,353,649株 20年3月期  167,692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  77,963,144株 20年3月期第3四半期  80,382,941株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 
 
（配当予想額を開示できない理由等） 
 当社の配当政策は、財務体質の強化と今後の事業展開に備え内部留保の充実に努めるとともに、安定的かつ継続的な配当を維持することを勘案しつつ、業績に応じた配当を実
施していくことを基本方針としております。 
 ３ページ 「３. 業績予想に関する定性的情報」に記載のとおり、当社の業績は、市況の変化に大きな影響を受けることから、業績の予測を行うことは困難な状況にあります。従って
業績に応じた配当という観点から、配当の額についても現時点で予測することは、株主や投資家の皆様に不測の事態が生じかねないと危惧いたします。 
 よって第２四半期末及び期末が近づいた時点（９月中、３月中）において、速やかに当該予想額を開示してまいります。  
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当第３四半期累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)のわが国経済は、金融逼迫を背
景に新興不動産企業を中心とした上場企業の倒産や世界経済の縮小による国際優良企業の業績見
通し下方修正が相次ぎ、さらには年末にかけて派遣従業員の契約解除が社会問題となるなど、金
融市場の混迷による実体経済の落ち込みが鮮明化する状況となりました。 
当第３四半期累計期間の株式市場は金融危機懸念の高まりや企業業績の落ち込みに対する警戒

感が強まり、日経平均株価は下落基調で推移しました。特に、10月は金融危機の拡大懸念を背景
として世界的に株価が急落し、日経平均株価も26年ぶりに一時7,000円割れを記録しました。そ
の後、年末にかけて新春相場や米オバマ新政権への期待からじり高傾向を示しました。 
このような環境下、当第３四半期累計期間の業績は、営業収益が81億32百万円、営業収益より

金融費用１億77百万円を控除した純営業収益は、79億55百万円となりました。また、販売費・一
般管理費は98億９百万円となり、その結果、営業損失は18億54百万円、経常損失は16億２百万
円、四半期純損失は26億46百万円となりました。 
主な概況は以下のとおりであります。 
  
(1) 受入手数料：当第３四半期累計期間の受入手数料の合計は、58億52百万円となりました。 
  
① 委託手数料       

当社の株券委託売買金額は7,176億円となったことから、委託手数料は39億７百万円とな
りました。うち株式委託手数料は38億81百万円、その他の委託手数料は24百万円となりま
した。 

  
② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は、株券が４百万円、債券が１
百万円となりました。 

  
③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料 

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７億71百万円、その他の受
入手数料は11億67百万円となりました。 

  
(2) トレーディング損益：当第３四半期累計期間のトレーディング損益は、株券等は13億59百

万円、債券・為替等は４億78百万円となり、合計で18億38百万円となりました。 
  
(3) 金融収支：当第３四半期累計期間の金融収益は３億97百万円、金融費用は１億77百万円で

差引収支は２億20百万円の利益となりました。 
  
(4) 販売費・一般管理費 ：当第３四半期累計期間の販売費・一般管理費は、98億９百万円とな

りました。 
  
(5) 特別損益：当第３四半期累計期間の特別利益は、金融商品取引責任準備金戻入３億31百万

円、投資有価証券売却益13百万円、関係会社株式売却益25百万円、ゴルフ会員権売却益1百
万円となりました。また特別損失は、投資有価証券評価損７億21百万円、固定資産廃棄損
37百万円、システム移行費用２億95百万円となり、差引６億82百万円の損失となりまし
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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当第３四半期末の資産のうち流動資産については前期末比71億31百万円減少しております。こ
れはトレーディング商品が36億21百万円増加する一方、信用取引資産が139億74百万円減少した
ことなどによるものであります。 
固定資産については、前期末比43百万円減少しております。主な変動項目として無形固定資産

が新システムへの移行に伴い新たにソフトウェアを取得したことなどにより５億64百万円増加す
る一方、投資有価証券が時価の下落などにより５億７百万円減少しております。 
負債のうち流動負債については、トレーディング商品が12億24百万円増加する一方、信用取引

負債が11億65百万円減少したことや短期借入金を16億56百万円返済したことなどから、前期末比
17億74百万円減少しております。 
固定負債及び特別法上の準備金については、金融商品取引責任準備金（旧証券取引責任準備

金）を３億31百万円取崩したことなどにより２億８百万円減少しております。 
純資産については、剰余金の配当で４億34百万円の減少、自己株式の取得及び処分で19億76百

万円の減少、四半期純損失で26億46百万円の減少、その他有価証券評価差額金で１億34百万円減
少したことから、前期末比51億91百万円減少しております。 

  

当社は金融商品取引業を営んでおり、経済情勢や市場環境の変化により業績が大きく変動する
可能性があることから、業績予想値は開示しておりません。 
代替として四半期毎に可能な限り早期に決算数値を確定させ、速報値として開示してまいりま

す。なおその時期につきましては、四半期末日または期末日の翌月中旬を予定しております。 

  

 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 リース取引に関する会計基準等の適用 

 「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)を第１四半期会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に
準じた会計処理に変更しております。 
 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。 

   これによる損益に与える影響はありません。 
  

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

4. その他
 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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

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 16,990 11,658

預託金 10,002 11,002

トレーディング商品 4,527 905

商品有価証券等 4,518 905

デリバティブ取引 9 －

約定見返勘定 42 198

信用取引資産 9,247 23,221

信用取引貸付金 7,332 20,262

信用取引借証券担保金 1,914 2,958

募集等払込金 387 1,248

繰延税金資産 － 245

未収還付法人税等 401 －

その他の流動資産 620 869

流動資産計 42,219 49,350

固定資産   

有形固定資産 5,316 5,337

建物（純額） 2,989 3,101

その他（純額） 2,326 2,236

無形固定資産 696 132

投資その他の資産 6,126 6,713

投資有価証券 4,836 5,344

関係会社株式 － 24

長期差入保証金 906 921

その他 394 569

貸倒引当金 △10 △146

固定資産計 12,139 12,183

資産合計 54,358 61,533
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（単位：百万円）

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   

トレーディング商品 1,224 －

商品有価証券等 1,212 －

デリバティブ取引 11 －

信用取引負債 2,253 3,419

信用取引借入金 1,071 2,890

信用取引貸証券受入金 1,181 528

預り金 9,799 9,442

受入保証金 1,334 1,681

短期借入金 4,076 5,732

未払法人税等 － 326

繰延税金負債 28 －

賞与引当金 159 450

その他の流動負債 918 516

流動負債計 19,793 21,567

固定負債   

長期借入金 － 103

長期未払金 405 408

繰延税金負債 245 138

退職給付引当金 2,293 2,174

その他の固定負債 42 42

固定負債計 2,988 2,865

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 － 480

金融商品取引責任準備金 148 －

特別法上の準備金計 148 480

負債合計 22,931 24,914
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,272 12,272

資本剰余金   

資本準備金 4,294 4,294

その他資本剰余金 5,393 5,393

資本剰余金合計 9,688 9,688

利益剰余金   

その他利益剰余金 11,010 14,090

別途積立金 11,247 11,247

繰越利益剰余金 △237 2,843

利益剰余金合計 11,010 14,090

自己株式 △2,054 △78

株主資本合計 30,916 35,973

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 510 645

評価・換算差額等合計 510 645

純資産合計 31,427 36,619

負債・純資産合計 54,358 61,533
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

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 5,852

委託手数料 3,907

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

5

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

771

その他の受入手数料 1,167

トレーディング損益 1,838

金融収益 397

その他の営業収益 44

営業収益計 8,132

金融費用 177

純営業収益 7,955

販売費・一般管理費  

取引関係費 1,226

人件費 5,293

不動産関係費 1,164

事務費 1,265

減価償却費 442

租税公課 140

貸倒引当金繰入れ 10

その他 267

販売費・一般管理費計 9,809

営業損失（△） △1,854

営業外収益  

受取配当金 151

雑収入 131

営業外収益計 283

営業外費用  

雑損失 31

営業外費用計 31

経常損失（△） △1,602

特別利益  

金融商品取引責任準備金戻入 331

投資有価証券売却益 13

関係会社株式売却益 25

ゴルフ会員権売却益 1

特別利益計 371

特別損失  

投資有価証券評価損 721

固定資産廃棄損 37

システム移行費用 295

特別損失計 1,054

税引前四半期純損失（△） △2,284

法人税、住民税及び事業税 16

法人税等調整額 345

法人税等合計 361

四半期純損失（△） △2,646
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【第３四半期会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

受入手数料 1,561

委託手数料 1,135

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

2

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

133

その他の受入手数料 290

トレーディング損益 796

金融収益 109

その他の営業収益 14

営業収益計 2,482

金融費用 55

純営業収益 2,426

販売費・一般管理費  

取引関係費 397

人件費 1,743

不動産関係費 377

事務費 405

減価償却費 157

租税公課 32

その他 78

販売費・一般管理費計 3,193

営業損失（△） △766

営業外収益  

受取配当金 24

雑収入 45

営業外収益計 70

営業外費用  

雑損失 3

営業外費用計 3

経常損失（△） △700

特別利益  

金融商品取引責任準備金戻入 0

投資有価証券売却益 13

関係会社株式売却益 25

ゴルフ会員権売却益 1

特別利益計 40

特別損失  

投資有価証券評価損 569

固定資産廃棄損 5

特別損失計 574

税引前四半期純損失（△） △1,234

法人税、住民税及び事業税 6

法人税等調整額 28

法人税等合計 34

四半期純損失（△） △1,268
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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（△） △2,284

減価償却費 442

貸倒引当金の増減額（△は減少） △135

退職給付引当金の増減額（△は減少） 119

賞与引当金の増減額（△は減少） △291

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △331

固定資産廃棄損 37

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △1

受取利息及び受取配当金 △549

支払利息 177

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 708

関係会社株式売却損益（△は益） △25

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,000

トレーディング商品の増減額 △2,241

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 12,808

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） 28

その他の資産・負債の増減額 1,353

小計 10,815

利息及び配当金の受取額 591

利息の支払額 △193

法人税等の支払額 △702

法人税等の還付額 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,511

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △335

投資有価証券の売却による収入 14

関係会社株式の売却による収入 50

有形固定資産の取得による支出 △198

無形固定資産の取得による支出 △537

ゴルフ会員権の売却による収入 7

貸付けによる支出 △9

貸付金の回収による収入 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △997

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） △1,660

長期借入金の返済による支出 △99

自己株式の処分による収入 2

自己株式の取得による支出 △1,978

配当金の支払額 △438

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,331

現金及び現金同等物の期首残高 11,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,990
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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。 

  

当社は、従来、旧証券取引法第51条の規定に基づき、証券取引責任準備金を計上しており
ました。第１四半期会計期間より、この責任準備金について、金融商品取引法第46条の５の
規定に定めるところにより算出した額を金融商品取引責任準備金として計上しております。 
また、従来、「特別利益」に計上しておりました証券取引責任準備金戻入は、第１四半期

会計期間より、金融商品取引責任準備金戻入として「特別利益」に計上しております。 
この変更により、従来の方法によった場合と比べ税引前四半期純損失が248百万円減少して

おります。 

  

該当事項なし。 

  

  

 
(注)平成20年５月16日の取締役会決議に基づき990百万円、平成20年10月17日の取締役会決議に

基づき980百万円自己株式を取得しております。 

  

平成21年１月30日開催の取締役会において、会社法第178条に基づき自己株式を消却する

ことを決議いたしました。 
  

① 自己株式の消却を行う理由 

  一層の資本効率の向上と発行済株式数の減少を通じた株主利益の増進を図るため。 

② 消却に係る事項の内容 

 イ 消却の方法      資本剰余金からの減額 

 ロ 消却する株式の種類  当社普通株式 

 ハ 消却する株式の数   3,248,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合4.03%) 

 二 消却日        平成21年２月６日(予定) 

(4) 特別法上の準備金(「金融商品取引責任準備金」)の取扱いについて

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年３月31日残高(百万円) 12,272 9,688 14,090 △78 35,973

当第３四半期会計期間末までの変動額

 剰余金の配当 △434 △434

 四半期純損失(△) △2,646 △2,646

 自己株式の取得 △1,978 △1,978

 自己株式の処分 △0 2 2

当第３四半期会計期間末までの変動額合計 ― △0 △3,080 △1,976 △5,057

平成20年12月31日残高(百万円) 12,272 9,688 11,010 △2,054 30,916

(7) 重要な後発事象の注記
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(1) (要約)四半期損益計算書 

  

「参考」

前第３四半期
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

営業収益 12,500

 受入手数料 10,146

 トレーディング損益 1,616

 金融収益 692

 その他の営業収益 44

金融費用 238

純営業収益 12,262

販売費・一般管理費 9,910

 取引関係費 1,260

 人件費 5,701

 不動産関係費 1,190

 事務費 925

 減価償却費 421

 租税公課 164

 その他 246

営業利益 2,351

営業外収益 330

 雑益 330

営業外費用 8

 雑損 8

経常利益 2,673

特別利益 8

 証券取引責任準備金戻入 0

 貸倒引当金戻入 0

 ゴルフ会員権売却益 5

 ゴルフ会員権償還益 3

特別損失 9

 投資有価証券清算損 0

 固定資産廃棄損 9

税引前四半期純利益 2,672

法人税、住民税及び事業税 985

法人税等調整額 △ 11

四半期純利益 1,697
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(2) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

前第３四半期
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税引前四半期純利益 2,672

 減価償却費 421

 貸倒引当金の減少額 △ 0

 退職給付引当金の増加額 44

 賞与引当金の減少額 △ 365

 役員賞与引当金の増加額 27

 証券取引責任準備金の減少額 △ 0

 固定資産廃棄損 9

 受取利息及び受取配当金 △ 827

 支払利息 238

 投資有価証券の売却損益・評価損 0

 顧客分別金信託の減少額 2,900

 トレーディング商品の増加額 △ 215

 信用取引資産及び信用取引負債の減少額 △ 1,080

 預り金・受入保証金の減少額 △ 1,713

 その他資産負債の増減額 287

    小計 2,399

 利息及び配当金の受取額 797

 利息の支払額 △ 261

 法人税等の支払額 △ 540

 法人税等の還付額 844

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 投資有価証券の取得による支出 △ 293

 投資有価証券の売却による収入 1

 有形固定資産の取得による支出 △ 256

 無形固定資産の取得による支出 △ 16

 貸付けによる支出 △ 2

 貸付金の回収による収入 8

 その他 11

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 545

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の純減少額 △ 300

 長期借入金の返済による支出 △ 111

 自己株式の処分による収入 1

 自己株式の取得による支出 △ 11

 配当金の支払額 △ 1,202

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,623

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 3

現金及び現金同等物の増加額 1,065

現金及び現金同等物の期首残高 5,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,751
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1.受入手数料 

(1)科目別内訳 

(単位：百万円) 

 
（注）平成20年12月12日付けで「金融商品取引法等の一部を改正する法律」及び関係政府令が施行された

ことに伴い、「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(日本証券業協会自主規制規則)が一部改
正されたことを受け、「引受け・売出し手数料」を「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料」に、また「募集・売出しの取扱手数料」を「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧
誘等の取扱手数料」にそれぞれ変更しております。 

  

(2)商品別内訳 

(単位：百万円) 

 
  

2.トレーディング損益 

(単位：百万円) 

 
  

6. その他の情報

前第３四半期
(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

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)
前年同期比(%)

委託手数料 7,046 3,907 55.5

 (株券) (7,022) (3,881) 55.3

 (債券) (    2) (    1) 57.8

 (その他) (   21) (   24) 117.4

引受け・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の手数料(注)

42 5 13.5

 (株券) (   40) (    4) 10.0

 (債券) (    1) (    1) 97.1

募集・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の取扱手数料(注)

1,772 771 43.5

その他の受入手数料 1,285 1,167 90.8

合計 10,146 5,852 57.7

前第３四半期
(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

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)
前年同期比(%)

株券 7,102 3,905 55.0

債券 68 71 104.4

受益証券 2,894 1,801 62.2

その他 81 74 91.7

合計 10,146 5,852 57.7

前第３四半期
(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

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)
前年同期比(%)

株券等 1,403 1,359 96.9

債券・為替等 212 478 224.6

 (債券等) (  175) (   204) 116.9

 (為替等)  (   37)  (   273) 724.7

合計 1,616 1,838 113.7
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3.株券売買高(先物取引を除く) 

(単位：百万株、百万円) 

 
  

4.引受・募集・売出しの取扱高 

(単位：千株、百万円) 

 
（注）募集・売出しの取扱高は、売出高および私募の取扱高を含んでおります。 

  

5.自己資本規制比率 

 
  

前第３四半期
(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

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)
前年同期比(%)

株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 4,003 5,709,093 3,509 3,497,934 87.7 61.3

 (委託) (1,497) (1,296,419) (1,159) (717,632) 77.4 55.4

 (自己) (2,506) (4,412,674) (2,350) (2,780,302) 93.8 63.0

委託比率(%) 37.4 22.7 33.0 20.5

─東証シェア(%) 0.47 0.46 0.42 0.37

1株当たり委託手数料 4円69銭 3円37銭

前第３四半期
(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

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)
前年同期比(%)

引受高

 株券(株数) 651 580 89.0

 株券(金額) 2,289 359 15.7

 債券(額面金額) 260 410 157.7

 受益証券(金額) ─ ― ―

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

10,300 21,700 210.7

募集・売出しの取扱高

 株券(株数) 601 568 94.5

 株券(金額) 2,155 353 16.4

 債券(額面金額) 777 3,773 485.1

 受益証券(金額) 247,471 181,228 73.2

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

10,300 21,700 210.7

区分
前期末

(平成20年３月31日)
当第３四半期末

(平成20年12月31日)

基本的項目(百万円) (A) 35,732 30,916

補完的項目 
(百万円)

評価差額金(評価益)等 645 510

証券取引責任準備金等 480 ─

金融商品取引責任準備金等 ─ 148

一般貸倒引当金 0 0

計 (B) 1,125 659

控除資産(百万円) (C) 6,905 7,365

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 29,953 24,210

リスク相当額 
(百万円)

市場リスク相当額 609 652

取引先リスク相当額 501 211

基礎的リスク相当額 3,153 3,182

計 (E) 4,264 4,046

自己資本規制比率(％)  (D)／(E)×100 702.4 598.3
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6.役職員数 

(単位：人) 
前期末 

(平成20年３月31日)
当第３四半期末

(平成20年12月31日)

役員 10 10

従業員 692 745
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7.損益計算書の四半期推移 

(単位：百万円) 
前年第３四半期

(H19.10.１
  H19.12.31)

前年第４四半期

(H20.１.１
H20.３.31) 

当第１四半期

(H20.４.１
H20.６.30)

当第２四半期

(H20.７.１
H20.９.30)

当第３四半期

(H20.10.１
 H20.12.31)

営業収益

 受入手数料 2,818 1,932 2,600 1,690 1,561

 トレーディング損益 380 338 409 631 796

 金融収益 198 150 157 130 109

 その他の営業収益 13 16 14 14 14

営業収益計 3,409 2,438 3,182 2,468 2,482

金融費用 59 67 59 62 55

純営業収益 3,350 2,370 3,123 2,405 2,426

販売費・一般管理費

 取引関係費 403 427 421 407 397

 人件費 1,837 1,640 1,789 1,760 1,743

 不動産関係費 373 391 393 393 377

 事務費 318 309 458 400 405

 減価償却費 148 144 136 148 157

 租税公課 22 31 73 34 32

 その他 71 69 109 90 78

 販売費・一般管理費計 3,175 3,014 3,382 3,234 3,193

営業利益 174 △644 △ 258 △828 △766

営業外収益 100 75 174 39 70

営業外費用 0 7 5 22 3

経常利益 275 △576 △ 89 △811 △700

特別利益

 証券取引責任準備金戻入 ─ △0 ─ ─ ─

 金融商品取引責任準備金戻入 ─ ─ 286 44 0

 投資有価証券売却益 ─ 21 ― ─ 13

 貸倒引当金戻入 ─ 0 ― ─ ─

 ゴルフ会員権売却益 5 ─ ― ─ 1

 関係会社株式売却益 ─ ─ ― ─ 25

 退職給付制度変更に伴う利益 ─ 234 ― ─ ─

 特別利益計 5 255 286 44 40

特別損失

 投資有価証券評価損 ─ 10 ― 152 569

 投資有価証券清算損 0 ─ ― ─ ─

 固定資産売却損 ─ 2 ― ─ ─

 固定資産廃棄損 ─ 9 27 4 5

 システム移行費用 ─ ─ 295 ─ ─

 特別損失計 0 22 323 156 574

税引前四半期純利益 280 △343 △ 126 △924 △1,234

法人税、住民税及び事業税 △144 △158 5 4 6

法人税等調整額 201 △17 317 ─ 28

法人税等合計 56 △176 322 4 34

四半期純利益 223 △167 △ 449 △928 △1,268
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