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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,393 △12.1 1,374 △12.1 112 ― 109 ― 52 ―
21年3月期第1四半期 1,585 ― 1,563 ― △35 ― △29 ― △35 ―

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

22年3月期第1四半期 819.37 ―
21年3月期第1四半期 △548.44 ―

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

22年3月期第1四半期 61,902 10,218 16.5 159,375.35
21年3月期 59,903 10,164 17.0 158,544.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,218百万円 21年3月期  10,164百万円

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  
配当の状況における、１株当たり配当金欄の期末及び年間につきましては、現時点において当事業年度の業績予想を適正に行うことが困難であるため、
業績の推移を勘案しつつ予想額の開示が可能になった時点で速やかに開示いたします。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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、市況環境の影響を大きく受ける傾向にあるため、翌四半期毎の業績予想を行ってまいります。 
平成22年３月期第２四半期業績予想（平成21年７月１日～平成21年９月30日）については、３ページ【業績予想】をご覧ください。 
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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  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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 64,114株 21年3月期  64,114株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 64,114株 21年3月期第1四半期 64,114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．本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．平成22年３月期の期末日における配当予想額は現時点で未定であり、今後の業績等を総合的に勘案し見通しが立った時点で開示いたします。 

-2-



平成22年３月期の第２四半期業績予想（平成21年７月１日～平成21年９月30日）  

  

（％表示は対前年同四半期増減率）

【業績予想】

  営業収益  
営業利益又は 

  営業損失（△）

経常利益又は 

  経常損失（△）

 四半期（当期） 

 純損失（△） 

１株当たり四半期

（当期）純利益 

平成22年３月期第２四半期会計期間 

（平成21年７月１日～平成21年９月30日） 

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円   ％

1,050  △37.6 △60 ―  △60   ― △101  ―   ―  ―

平成22年３月期第２四半期累計期間 

（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円   ％

2,443  △25.2 52  913.7 49 103.7 △48  ―   ―  ―

インヴァスト証券㈱ （8709） 平成22年３月期　第１四半期決算短信
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  当第１四半期累計期間のわが国経済は、リーマン・ショック以降の急激な落ち込みに対応した政府の景気対策

や、企業の在庫調整などが奏効し底入れの動きが強まりました。しかし、製造業において生産の持ち直しがみられ

る一方で雇用情勢が一段と厳しさを増しており、個人消費は低迷が続きました。 

  こうしたなか、東京株式市場は、大型経済対策や景気底入れ期待を背景に堅調な相場展開となりました。米大手

金融機関の資産査定（ストレステスト）やクライスラー・ＧＭの破産法適用などを控えてもみ合う場面もみられま

したが、経済指標の改善が続いていることなどを好感して、日経平均株価は一時10,000円の大台を回復しました。 

  他方、債券市場は、金融市場が落ち着きを取り戻したことで“質への逃避”の動きが一巡するとともに、国債の

大量発行に対する懸念で米長期金利が上昇したため軟調な相場展開となりました。その後、日経平均株価が10,000

円の大台を回復したことで機関投資家が利益確定をすすめ、投資資金を債券市場に振り向けたことから、期末に向

けては底堅い動きとなりました。 

  

 このような状況のもと、当第１四半期累計期間の営業収益は13億93百万円（前年同四半期比87.9％）となりまし

た。一方、販売費・一般管理費は12億61百万円（同78.9％）となりました結果、営業利益は１億12百万円（前年同

四半期は営業損失35百万円）、経常利益は１億９百万円（同経常損失29百万円）となりました。 

これに特別利益８百万円と特別損失63百万円（前年同四半期比1,885.2％）を計上した結果、四半期純利益は52

百万円（前年同四半期は四半期純損失35百万円）となりました。 

  

主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。 

  

（１）受入手数料 

当第１四半期累計期間の受入手数料の合計は10億87百万円（前年同四半期比96.8％）となりました。内訳は

以下のとおりであります。 

  

① 委託手数料 

当第１四半期累計期間における株式委託手数料収入は１億99百万円（同71.9％）となり、その他受益証券委

託手数料等を加えた委託手数料合計は２億円（同72.1％）となりました。 

  

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 

当第１四半期累計期間における特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は48百万円（同634.0％）となりま

した。その主な内訳は受益証券によるものであります。 

  

③ その他の受入手数料 

当第１四半期累計期間におけるその他の受入手数料の合計は８億38百万円（同100.1％）となりました。 

主な内訳は以下のとおりであります。 

・ 取引所為替証拠金取引手数料 ８億３百万円（同106.9％） 

・ 商品先物取引手数料       23百万円（同35.1％） 

・ 株券 （書換料・管理料等）   ２百万円（同120.5％） 

・ 受益証券（信託報酬等）     ７百万円（同48.9％） 

  

（２）トレーディング損益 

 当第１四半期累計期間におけるトレーディング損益は、外国債券の販売による収益に、店頭為替証拠金取引に

よる収益を加え、合計で２億63百万円の利益（同76.4％）となりました。 

  

（３）金融収支 

 当第１四半期累計期間における金融収益は、信用取引貸付金残高が減少したことに加え、投資有価証券に係る

受取配当金が減少したこと等により38百万円（同36.0％）となりました。 

一方、金融費用は18百万円（同87.2％）となり、これを差し引いた金融収支は20百万円（同23.5％）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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（４）販売費・一般管理費 

当第１四半期累計期間における販売費・一般管理費は12億61百万円（同78.9％）となりました。 

主な内訳は以下のとおりであります。 

・ 取引関係費     ４億23百万円（同64.8％） 

・ 人件費       ３億７百万円（同75.9％） 

・ 不動産関係費    １億99百万円（同88.6％） 

・ 事務関係費       59百万円（同83.1％） 

・ 減価償却費     ２億35百万円（同114.9％） 

・ 租税公課        15百万円（同97.9％） 

・ その他販管費      22百万円（同88.2％） 

  

（５）特別利益 

 金融商品取引責任準備金の取崩しによる戻入益８百万円であります。 

  

（６）特別損失 

 当第１四半期累計期間においては63百万円の特別損失を計上しており、その主な内容は以下のとおりでありま

す。 

・ 減損損失             41百万円 

・ リース解約損      ７百万円 

・ 保守契約等違約損失   12百万円 

    

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産合計は619億２百万円（前事業年度末比103.3％）となり、前事業年度末より19億99百

万円増加いたしました。負債合計は、516億84百万円（同103.9％）となり、19億45百万円増加いたしました。 

 資産の変動の主なものは、流動資産において信用取引資産が10億95百万円、短期差入保証金が８億86百万円増

加したほか、顧客分別金信託の預託額が14億円増加いたしました。一方、未収入金は13億41百万円減少いたしま

した。固定資産においては、主として減価償却により２億37百万円減少いたしました。 

 負債の変動の主なものは、信用取引負債が14億13百万円、受入保証金が14億26百万円、顧客からの預り金が３

億81百万円それぞれ増加いたしました一方、未払金が13億７百万円減少いたしましたが、これは主に取引所為替

証拠金取引における建玉の評価勘定やスワップポイントの変動によるものであり、資産における未収入金の減少

も同じ理由によるものであります。  

  純資産合計は、当第１四半期累計期間純利益52百万円を計上したこと等により102億18百万円（同100.5％）と

なり、前事業年度末より53百万円増加いたしました。また資本剰余金の８億66百万円の減少は、繰越利益剰余金

について欠損填補したためであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、期首残高に比べ８億９百万円増加し、48億48百万円と

なりました。当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは９億21百万円の収入（前年同四半期は２億99百万円の収入）となりま

した。主な内訳は、収入の要因となる受入保証金の増加が14億26百万円、信用取引資産と信用取引負債の差

額が３億18百万円増加した一方、支出要因となる短期差入保証金の増加が８億86百万円となったためであり

ます。 

  

（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１億16百万円の支出（前年同四半期は１億35百万円の支出）となりま

した。これは主に固定資産の取得による１億６百万円の支出と、長期差入保証金における返還と差入の差額

11百万円等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） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは４百万円の支出（前年同四半期は３百万円の支出）となりました。 

  主な内訳はファイナンス・リース債務の返済による４百万円の支出によるものであります。  

２．財政状態に関する定性的情報

インヴァスト証券㈱ （8709） 平成22年３月期　第１四半期決算短信

-5-



  

当社の業績は、市況環境の変動の影響を大きく受ける傾向にあるため、翌四半期の業績予想を開示しております。 

  

  

 適用しておりません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 4,435 4,056

預託金 6,332 4,921

顧客分別金信託 5,900 4,500

その他の預託金 432 421

トレーディング商品 0 0

商品有価証券等 0 0

約定見返勘定 48 121

信用取引資産 4,103 3,007

信用取引貸付金 3,285 2,494

信用取引借証券担保金 817 513

短期差入保証金 37,269 36,383

未収入金 6,687 8,028

未収収益 66 82

その他の流動資産 233 338

貸倒引当金 △31 △31

流動資産合計 59,146 56,909

固定資産   

有形固定資産 ※1  309 ※1  364

無形固定資産   

ソフトウエア 302 325

のれん 1,220 1,314

その他 20 51

無形固定資産合計 1,543 1,692

投資その他の資産   

投資その他の資産 932 958

貸倒引当金 △29 △20

投資その他の資産合計 ※2  902 ※2  937

固定資産合計 2,755 2,993

資産合計 61,902 59,903
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 2 2

デリバティブ取引 2 2

信用取引負債 3,203 1,790

信用取引借入金 2,392 1,258

信用取引貸証券受入金 810 531

預り金 2,197 1,766

受入保証金 40,040 38,614

未払金 5,580 6,888

未払費用 321 318

未払法人税等 ※3  9 ※3  23

賞与引当金 3 12

リース債務 16 17

その他の流動負債 － 0

流動負債合計 51,376 49,432

固定負債   

退職給付引当金 119 102

長期未払金 26 26

リース債務 45 51

その他の固定負債 0 0

固定負債合計 191 181

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 111 120

商品取引責任準備金 4 3

特別法上の準備金合計 ※4  116 ※4  123

負債合計 51,684 49,738

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,965 5,965

資本剰余金 4,200 5,067

利益剰余金 52 △866

株主資本合計 10,218 10,165

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △1

評価・換算差額等合計 △0 △1

純資産合計 10,218 10,164

負債・純資産合計 61,902 59,903
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 1,123 1,087

委託手数料 278 200

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

7 48

その他 ※1  838 ※1  838

トレーディング損益 ※2  345 ※2  263

金融収益 106 38

その他の営業収益 8 3

営業収益計 1,585 1,393

金融費用 21 18

純営業収益 1,563 1,374

販売費・一般管理費 1,599 1,261

取引関係費 652 423

人件費 404 307

不動産関係費 224 199

事務費 71 59

減価償却費 ※3  204 ※3  235

租税公課 15 15

その他 25 22

営業利益又は営業損失（△） △35 112

営業外収益 9 2

営業外費用 3 6

経常利益又は経常損失（△） △29 109

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 － 8

特別利益計 － 8

特別損失   

金融商品取引責任準備金繰入れ 2 －

商品取引責任準備金繰入額 0 0

固定資産処分損 － 1

減損損失 － ※4  41

リース解約損 － ※5  7

保守契約等違約損失 － ※6  12

特別損失計 3 63

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △32 54

法人税、住民税及び事業税 ※7  2 ※7  2

法人税等合計 2 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35 52
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△32 54

減価償却費 204 235

減損損失 － 41

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 9

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △63 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 102 △8

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 0 0

金融先物取引責任準備金増減額（△は減少） △35 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 16

賞与引当金の増減額（△は減少） △23 △8

固定資産処分損益（△は益） － 1

受取利息及び受取配当金 △56 △9

支払利息 0 0

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △1,630 △591

金融先物取引信託金の増減額（△は増加） △861 △386

トレーディング商品の増減額 24 △0

約定見返勘定の増減額（△は増加） △104 73

信用取引資産の増減額（△は増加） 1,535 △1,095

信用取引負債の増減額（△は減少） △1,012 1,413

立替金の増減額（△は増加） 47 27

短期差入保証金の増減額（△は増加） △5,155 △886

預り金の増減額（△は減少） 1,597 431

受入保証金の増減額（△は減少） 5,672 1,426

未払費用の増減額（△は減少） △68 2

その他 87 172

小計 234 921

利息及び配当金の受取額 56 8

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 9 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー 299 921

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △177 △106

差入保証金の回収による収入 47 12

差入保証金の差入による支出 △7 △23

その他 1 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △135 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3 △4

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3 △4

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 160 809
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（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 2,977 4,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,137 4,848
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 該当事項はありません。 

  

 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
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６．その他の情報

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額 

  百万円

建物  146

器具・備品  306

リース資産   20

計  473

  百万円

建物  140

器具・備品  277

リース資産   16

計  433

※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況 

被担保債務 担保に供されている資産

科目 

第１四半期
会計期間末

残高 
(百万円) 

投資有 
価証券 

(百万円) 

保管有 
価証券 

(百万円) 

計
(百万円)

信用取引借入金  2,392  ―  691 691

短期借入金  ―  316  ― 316

計  2,392  316  691 1,007

被担保債務 担保に供されている資産

科目
期末残高
(百万円)

投資有 
価証券 

(百万円) 

保管有 
価証券 

(百万円) 

計
(百万円)

信用取引借入金 1,258 ―  605 605

短期借入金  ―  316 ― 316

計 1,258  316  605 921

（注）１．上記表の金額は、四半期貸借対照表計上額によ

っております。 

２．保管有価証券は四半期貸借対照表に計上してお

りません。 

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を

信用取引借入金の担保として356百万円、保管

有価証券７百万円を先物取引売買証拠金の代用

として差入れております。 

（注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上額によってお

ります。 

２．保管有価証券は貸借対照表に計上しておりませ

ん。 

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を

信用取引借入金の担保として395百万円、保管

有価証券４百万円を先物取引売買証拠金の代用

として差入れております。 

担保として差入れた又は受入れた有価証券の時価額は以下

のとおりであります。 

担保として差入れた又は受入れた有価証券の時価額は以下

のとおりであります。 

項目 
金額 

(百万円) 

差入れた有価証券   

信用取引貸証券  957

信用取引借入金の本担保証券  2,271

差入保証金代用有価証券  691

受入れた有価証券   

信用取引貸付金の本担保証券  3,024

信用取引借証券  818

受入証拠金代用有価証券  7

受入保証金代用有価証券  3,509

項目 
金額 

(百万円) 

差入れた有価証券   

信用取引貸証券  588

信用取引借入金の本担保証券  1,109

差入保証金代用有価証券  605

受入れた有価証券   

信用取引貸付金の本担保証券  2,050

信用取引借証券  483

受入証拠金代用有価証券  4

受入保証金代用有価証券  2,628

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 ※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 

住 民 税 2 百万円 

事 業 税 7  

計 9  

住 民 税 7 百万円 

事 業 税 15  

計 23  
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当第１四半期会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

    金融商品取引責任準備金  金融商品取引法第46条の５第１項 

商品取引責任準備金    商品取引所法第221条  

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金  金融商品取引法第46条の５第１項 

商品取引責任準備金    商品取引所法第221条 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関３行と当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当第１四半期会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関３行と当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。  

当座貸越極度額 2,800 百万円 

借入実行残高  ―  

差引額  2,800  

当座貸越極度額 2,625 百万円 

借入実行残高  ―  

差引額  2,625  

６．偶発債務 

訴訟 

平成20年12月12日、投資事業有限責任組合ＫＳロマ

ン１号及び投資事業有限責任組合ＫＳロマン２号の

いずれか、あるいは両方に投資した者のうち、31名

の投資者から、当社の元使用人と同組合の無限責任

組合員である株式会社ステーシアの行った行為が不

法行為及び両者の共同不法行為にあたり、その行為

によって損害を被ったとして、５億61百万円を求め

る損害賠償請求訴訟が東京地方裁判所に提起されて

おります。 

当社に対しましては、原告が提訴の理由としている

当社の元使用人の行為について、当社に民法第715条

の使用者責任があるとして、連帯して損害賠償する

よう求められております。 

当社はこれに対して本訴状の請求の原因については

正当性がないものとして、現在係争中であります。 

しかしながら、今後の結審の時期及びその結果につ

いては現時点で予測することはできません。  

６．偶発債務 

訴訟 

平成20年12月12日、投資事業有限責任組合ＫＳロマ

ン１号及び投資事業有限責任組合ＫＳロマン２号の

いずれか、あるいは両方に投資した者のうち、31名

の投資者から、当社の元使用人と同組合の無限責任

組合員である株式会社ステーシアの行った行為が不

法行為及び両者の共同不法行為にあたり、その行為

によって損害を被ったとして、５億61百万円を求め

る損害賠償請求訴訟が東京地方裁判所に提起されて

おります。 

当社に対しましては、原告が提訴の理由としている

当社の元使用人の行為について、当社に民法第715条

の使用者責任があるとして、連帯して損害賠償する

よう求められております。 

当社はこれに対して本訴状の請求の原因については

正当性がないものとして、現在係争中であります。 

しかしながら、今後の結審の時期及びその結果につ

いては現時点で予測することはできません。  
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（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）  

当第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

※１．受入手数料 その他の内訳は、次のとおりでありま

す。  

    百万円

取引所為替証拠金取引にかかる受取手数料  751   

商品先物取引の仲介にかかる受取手数料  67   

その他  19   

計  838   

※１．受入手数料 その他の内訳は、次のとおりでありま

す。  

    百万円

取引所為替証拠金取引にかかる受取手数料  803   

商品先物取引にかかる受取手数料  23   

その他  11   

計  838   

※２．トレーディング損益の内訳 ※２．トレーディング損益の内訳 

区分 実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

計
（百万円）

株券等トレーディング損益  △0  ― △0

債券等・その他のトレーデ
ィング損益  760  △415 345

  
債券等トレーディング
損益  198  △13 185

  
その他のトレーディン
グ損益  562  △401 160

計  760  △415 345

区分
実現損益 

（百万円） 
評価損益 

（百万円） 
計

（百万円）

株券等トレーディング損益  △0  ― △0

債券等・その他のトレーデ
ィング損益  372  △108 263

  
債券等トレーディング
損益  151  0 151

  
その他のトレーディン
グ損益  220  △108 112

計  372  △108 263

※３．当第１四半期累計期間に実施した減価償却費は、次

のとおりであります。 

※３．当第１四半期累計期間に実施した減価償却費は、次

のとおりであります。 

    百万円

有形固定資産  40   

無形固定資産  156   

長期前払費用  7   

計  204   

    百万円

有形固定資産  39   

無形固定資産  186   

長期前払費用  9   

計  235   
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前第１四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）  

当第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

  

―  

※４．減損損失 

 当社は当第１四半期累計期間において以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。  

 当社は、事業用資産については、オンライン事業部

門及び対面営業部門の分類を基礎としつつ、収支把握

単位・経営管理単位を勘案し、グルーピングを行って

おります。また賃貸用不動産、遊休資産及び処分予定

資産につきましては、各資産をグルーピングの 小単

位としております。上記物件につきましては、営業店

舗における譲渡対象外資産についての除却を決定した

ため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に７百万

円計上いたしました。また、同様にリース物件の解約

を決定したことから、リース資産の当該減少額６百万

円を特別損失に計上しております。 

 オンライン事業においてはシステム障害対策として

商品取引システムの一部について新システムを導入す

る決定を行ったことから、既存システムの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に22百万円計上いたしました。 

 また、顧客管理データベースソフトウェア構築の為

の要件定義に係る費用についてソフトウェア仮勘定を

計上しておりましたが、当該ソフトウェア構築の予定

が延期となったこと、且つ当社の業容・システム構成

も大きく変化したことから、その価値について陳腐化

したものと判断し、減損損失５百万円を計上いたしま

した。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しております。正味売却価額は他の転

用や売却が困難なことから零円としております。 

場所 用途 種類 減損損失金額
（百万円） 

兵庫県
宝塚市 賃借フロアー 通信システム等 4

埼玉県
越谷市 賃借フロアー 通信システム等 3

東京都
港区 賃借フロアー リース物件解約 6

小計 14

東京都
港区 

オンライン取
引システム
（処分予定資
産）  

システム関係機
器等 22

ソフトウェア仮勘
定   5

小計 27

合計 41

  

―  

※５．リース解約損       

 不要となったリース契約の解除に伴う損失であり

ます。  

  

―  

※６．保守契約等違約損失     

 情報端末機器及び保守契約等の見直しによる早期

解約に伴う違約損であります。  

※６．法人税、住民税及び事業税 ※７．法人税、住民税及び事業税 

住民税  2 百万円  住民税  2 百万円 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間  

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）  

当第１四半期累計期間  

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在） 

    百万円

現金・預金勘定  5,507   

預託金勘定  6,021   

預入期間が３か月を超える預金・

預託金  △226

  

顧客分別金信託  △8,164   

現金及び現金同等物  3,137   

    百万円

現金・預金勘定  4,435   

預託金勘定  6,332   

預入期間が３か月を超える預金・

預託金  △548

  

顧客分別金信託  △5,370   

現金及び現金同等物  4,848   
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     当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成

21年６月30日）  

１．発行済株式の種類及び総数 

  普通株式 64,114株 

  前事業年度末と同じであります。 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。  

  

５．株主資本の著しい変動に関する事項 

平成21年６月26日開催の定時株主総会決議に基づき、資本剰余金のうち資本準備金866百万円を減少

し、その他資本剰余金に振替えた後、損失の填補に充当しております。その結果、当第１四半期会計期間

末において前期末の資本剰余金残高5,067百万円より資本剰余金が866百万円減少し、4,200百万円となっ

ております。 

（株主資本等関係）
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当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日） 

 前事業年度末と比べ著しい変動はありません。  

  

（有価証券関係）
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当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日） 

  

（通貨関連） 

（注）時価の算定方法は、取引銀行から提示された価格によっております。  

  

  

 下記のデリバティブ取引が、当社の営む相対での外国為替証拠金取引事業の運営において重要なものとなってお

ります。  

  

（顧客との取引）  

（注）評価損益欄は、みなし決済損益を記載しております。 

なお、みなし決済損益は日々の時価評価により洗替えを行い、四半期損益計算書に計上しております。 

  

（カウンターパーティーとの取引）  

（注）評価損益欄は、みなし決済損益を記載しております。 

なお、みなし決済損益は日々の時価評価により洗替えを行い、四半期損益計算書に計上しております。  

  

（デリバティブ取引関係）

種類  
契約額等 

（百万円）  

契約額等のうち 

１年超  

（百万円）  

時価  

（百万円）  

評価損益  

（百万円）  

為替予約取引  

 売建 

 南アランド 

 米ドル 

 買建 

  

  

        

        

       ― 

116

0

  

  

             ― 

       ― 

       ― 

  

  

       

        

       ― 

118

0

  

  

             

             

             ― 

△2

△0

 合  計        △2

種類  契約額等（百万円）  評価損益（百万円）  

通貨  

 外国為替証拠金取引 

 売建 

 買建 

  

  

                             

                            

8,435

5,680

  

  

                             

                             

795

216

合  計                 1,011

種類  契約額等（百万円）  評価損益（百万円）  

通貨  

外国為替証拠金取引  

売建  

買建  

  

  

                

               

255

3,008

  

  

                             

                             

△47

89

合  計                  41
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当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

該当事項はありません。  

（持分法損益関係）
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当第１四半期会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

１．ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間における費用計上及び科目 

  該当事項はありません。 

  

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  該当事項はありません。  

（ストック・オプション等関係）
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１．１株当たり純資産額  

  

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額 

（注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間末  

（平成21年６月30日）  

前事業年度末  

（平成21年３月31日）  

１株当たり純資産額          円 銭 159,375 35 １株当たり純資産額           円 銭158,544 1

前第１四半期累計期間  

（自 平成20年４月１日  

   至 平成20年６月30日） 

当第１四半期累計期間  

 （自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額（△）    円 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。    

△548 44 １株当たり四半期純利益金額        円 銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。    

819 37

  

前第１四半期累計期間  

  （自 平成20年４月１日  

    至 平成20年６月30日） 

当第１四半期累計期間  

  （自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額  
    

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万

円）  
             △35              52

普通株主に帰属しない金額（百万円）              ―             ― 

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損

失（△）（百万円）  
                     △35                         52

期中平均株式数（株）                     64,114                     64,114

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前事業年度末から重要な変動が

あったものの概要  

―  

  

 ― 
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

 当社は、平成21年５月14日開催の取締役会において、対面による証券営業部門に係る事業（以下「対面証券事業」と

いいます。）を、吸収分割の方法により、ばんせい山丸証券株式会社（以下「ばんせい山丸証券」といいます。）に承

継させる吸収分割契約の締結を決定いたしました。また、当社は、同取締役会において、ばんせい山丸証券の取引所為

替証拠金取引部門に係る事業（以下「取引所為替証拠金取引事業」といいます。）を、吸収分割の方法により当社が承

継する吸収分割契約の締結を併せて決定いたしました。   

  

１．会社分割の目的 

 世界的な金融不安の広がりや経済の急激な落ち込み等、当社を取り巻く経営環境は大きく変化しております。 

そうした中、当社が競争力を維持し、収益性の向上を図るためには、中長期的な展望に基づく事業分野の選択と経営

資源の集中が不可欠であるとの認識のもと、継続的に検討を行った結果、対面証券事業から撤退し、オンライン事業

部門に経営資源を集中するとの判断に至りました。ばんせい山丸証券と当社は、お客様の利便性向上と相互の発展に

資する提携について協議を行い、「くりっく365」から撤退し、対面証券事業を強化したいばんせい山丸証券のニー

ズと、対面証券事業から撤退し、「くりっく365」を中心とするオンライン事業の強化を図る当社のニーズが合致し

たことから、ばんせい山丸証券との吸収分割契約の締結にいたりました。 

  

２．対面証券事業に係る会社分割の要旨 

(1)会社分割の日程 

分割契約締結       平成21年５月14日  

分割承認株主総会     平成21年６月26日  

効力発生日        平成21年８月１日  

 なお、ばんせい山丸証券は、会社法第796条第３項に定める簡易吸収分割の規定により、株主総会による承認の手

続を経ずに実施いたしました。     

  

(2)分割方式 

 当社を吸収分割会社、ばんせい山丸証券を吸収分割承継会社とし、承継事業の代わりに金銭を交付する吸収分割で

す。 

  

(3)分割に係る割当ての内容 

本分割による株式の割当は行われません。  

  

(4)分割対価の算定根拠等 

①算定の基礎及び経緯 

 本分割にあたり、ばんせい山丸証券は当社に対し、分割承継資産等の代わりとして、承継する資産の価額から、承

継する負債の価額を控除した金額に、営業権の金額70百万円を加算した額に相当する金銭を交付することといたしま

した。当社は対面証券事業の廃止と会社分割による事業承継を比較検討する目的で、また、公平性・妥当性を確保す

る観点から、株式会社エスネットワークス（以下「エスネットワークス」といいます。）に基準日（平成20年12月31

日）現在における本事業の価値算定を依頼いたしました。 

 本分割の対価として交付する金銭の金額の算定にあたっては、当該事業価値の算定結果を参考に、平成21年３月31

日までの資産及び負債の増減、当社の人的資産、顧客からお預りする金銭及び有価証券（以下「預り資産」といいま

す。）等の顧客基盤など当社が付加価値を有する点を踏まえ、ばんせい山丸証券との協議を行った結果、営業権を金

70百万円と決定いたしました。ただし、効力発生日までの間に預り資産が減少した場合には、営業権の金額が減額さ

れます。 

 ②算定機関との関係 

 エスネットワークスは、当社及びばんせい山丸証券の関連当事者ではありません。  

(5)承継により減少する資本金等 

 承継による資本金の減少はありません。 

  

(6)分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は新株予約権を発行しておりますが、本分割によるこの取扱いに変更はございません。なお、当社は新株予約

権付社債については発行しておりません。  
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当第１四半期会計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

(7)承継会社が承継する権利義務の内容   

ばんせい山丸証券は、本分割の効力発生日時点における当社の対面証券事業に係る資産及び負債のうち、顧客の取

引に係る流動資産及び負債、越谷プラザ及び宝塚プラザの両店舗に係る固定資産、顧客口座及び預り資産、主として

対面証券事業に従事する従業員の雇用契約等を承継いたします。 

  

(8)債務履行の見込み  

効力発生日以降における当社及びばんせい山丸証券が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないもの

と判断しております。      

  

３．分割する事業（対面証券事業）の概要 

(1)分割する事業内容 

対面による証券営業部門に係る事業 

(2)分割する事業の経営成績（平成21年３月31日現在） 

(3)分割する資産、負債の状況（平成21年３月31日現在） 

  

４．業績に与える影響 

  本件に伴う平成22年３月期の業績に与える影響につきましては、分割の対価が承継する資産・負債に連動するた

め、現時点では未確定であります。当該対価の額については会社分割の終結後、平成21年８月中を目途に承継資産・

負債を精査の上、確定することとしております。 

  

５．取引所為替証拠金取引事業に係る会社分割の要旨  

(1)会社分割の日程 

分割契約締結       平成21年５月14日 

効力発生日         平成21年７月６日 

なお、当社及びばんせい山丸証券は、会社法第796条第３項及び第784条第３項に定める簡易吸収分割の規定によ

り、当社及びばんせい山丸証券の株主総会による承認の手続を経ずに実施いたしました。   

  

(2)分割方式   

 当社を吸収分割承継会社、ばんせい山丸証券を吸収分割会社とし、承継事業に代わり金銭を交付いたします。 

  

(3)分割に係る割当ての内容   

  本分割による株式の割当は行われません。   

  

(4)分割対価の算定根拠等 

①算定の基礎及び経緯  

本分割にあたり、当社はばんせい山丸証券に対し、分割承継資産等の代わりとして、承継する資産の価額から、承

継する負債の価額を控除した金額に、営業権の金額70百万円を加算した額に相当する金銭を交付することといたしま

した。  

本分割の対価として交付する金銭の金額の算定にあたっては、その公平性・妥当性を確保する観点から、エスネッ

トワークスによる基準日（平成21年３月31日）現在における事業価値の算定を依頼し、承継事業に関する将来フリ

ー・キャッシュ・フローを基礎としたDCF法を採用した評価結果を参考に、顧客からお預りする証拠金（以下「預り

証拠金」といいます。）、顧客データの移管等の本分割に係る諸費用を踏まえ、ばんせい山丸証券との協議を行った

結果、営業権を金70百万円といたしました。ただし、効力発生日までの間に預り証拠金が減少した場合には、当該営

業権の金額が減額されます。なお、当該計算基準による分割の対価額の算出につきましては、現在精査の段階であり

ます。 

 営業収益 百万円 1,680

 営業利益 百万円 △661

 経常利益 百万円 △632

資産 
 金額 

（百万円） 
負債 

 金額 

（百万円） 

 流動資産  5,375  流動負債  4,244

 固定資産  81  固定負債 ― 

     純資産  1,213

 合計  5,457  合計  5,457
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当第１四半期会計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

②算定機関との関係 

 エスネットワークスは、当社及びばんせい山丸証券の関連当事者ではありません。  

  

(5)承継により増加する資本金等 

 承継による資本金の増加はありません。 

  

(6)分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

ばんせい山丸証券は新株予約権を発行しておりますが、本分割によるこの取扱いに変更はございません。 

なお、ばんせい山丸証券は新株予約権付社債については発行しておりません。 

  

(7)承継会社が承継する権利義務の内容   

 当社は、本分割の効力発生日時点における取引所為替証拠金取引事業に係る資産及び負債のうち、主として顧客の

口座に係る権利義務及び資産、負債を承継いたしました。なお、雇用契約の承継はございません。   

  

(8)債務履行の見込み   

 効力発生日以降における当社及びばんせい山丸証券が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないもの

と判断しております。 

  

６．分割当事会社の概要（平成21年３月31日現在） 

７．承継する事業（取引所為替証拠金取引事業）の概要 

(1)承継する事業内容 

取引所為替証拠金取引（東京金融取引所「くりっく365」）部門に係る事業 

(2)承継する事業の経営成績（平成21年３月31日現在） 

(3)承継する資産、負債の状況（平成21年７月３日現在） 

  

 商号  ばんせい山丸証券株式会社 

 代表者  代表取締役社長 藤井 史郎 

 住所 

  

 東京都中央区新川一丁目21番２号 

 茅場町タワー 

 資本金  1,558,250,000円 

 事業内容  金融商品取引業 

 業績  平成21年３月期 

 営業収益   百万円 2,720

 経常利益   百万円 45

 当期純利益   百万円 38

 資産合計   百万円 15,352

 負債合計   百万円 8,027

 純資産合計   百万円 7,324

 営業収益（①） 百万円 214

 変動費用（②） 百万円 89

 合計（①-②=③） 百万円 125

資産 
 金額 

（百万円） 
負債 

 金額 

（百万円） 

 流動資産  1,497  流動負債  1,497

 固定資産  20  固定負債 ― 

     純資産  20

 合計  1,517  合計  1,517
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当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 リース取引残高が前事業年度末に比べて著しい変動が認められるものはありません。  

  

（リース取引関係）
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決算概況資料 

平成22年３月期 第１四半期決算概況資料 

１．受入手数料 

(1）科目別内訳 

（単位：百万円）

(2）商品別内訳 

（単位：百万円）

  

  前第１四半期 当第１四半期 
前年同四半期比 

（％） 

委託手数料  278  200  72.1

 （株 券）  (276)  (199)  (71.9)

 （債 券）  (0)  (0)  (84.3)

 （受益証券）  (1)  (1)  (97.9)

募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料 
 7  48  634.0

 （債 券）   (0)  (0)  (40.0)

 （受益証券）   (7)  (48)  (635.6)

その他の受入手数料  838  838  100.1

 （株 券）   (2)  (2)  (120.5)

 （債 券）   (0)  (0)  (1.8)

 （受益証券）   (14)  (7)  (48.9)

 （その他）   (820)  (828)  (101.0)

    <取引所為替取引>   [751]  [803]  [106.9]

    <商品先物取引>   [67]  [23]  [35.1]

    <その他>   [1]  [1]  [93.1]

合計  1,123  1,087  96.8

  前第１四半期 当第１四半期 
前年同四半期比 

（％） 

株券  279  202  72.4

債券  0  0  20.0

受益証券  23  56  239.0

その他    820  828  101.0

合計  1,123  1,087  96.8
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２．トレーディング損益 

（単位：百万円）

３．自己資本規制比率 

（単位：百万円）

４．役職員数 

（単位：人）

  前第１四半期 当第１四半期 
前年同四半期比 

（％） 

株券等  △0  △0 ― 

債券等   345  263  76.4

（債 券）  (185)  (151)  (81.8)

（その他）                      (160)  (112)  (70.2)

合計  345  263   76.4

  前第１四半期末 当第１四半期末 

基本的項目 資本合計 （Ａ）  11,962  10,218

補完的項目 評価差額金（評価益）等  0 ― 

  金融商品取引責任準備金等  104  116

  一般貸倒引当金  26  31

  計 （Ｂ）  131  147

控除資産  （Ｃ）  4,469  3,064

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ）  7,624  7,301

リスク相当額 市場リスク相当額  54  0

  取引先リスク相当額  212  118

  基礎的リスク相当額  1,223  942

  計 （Ｅ）  1,489  1,061

自己資本規制比率  （Ｄ）／（Ｅ）×100（％）  511.9  687.7

  前第１四半期末 当第１四半期末 

役員  9  9

従業員  183  128
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損益計算書の四半期推移 

（単位：百万円）

  

期別 
前第１四半期 
(20.４.１ 
20.６.30) 

前第２四半期 
(20.７.１ 
20.９.30) 

前第３四半期 
(20.10.１ 
20.12.31) 

前第４四半期 
(21.１.１ 

  21.３.31）  

当第１四半期 
（21.４.１ 

  21.６.30） 
科目 

営業収益  1,585  1,682  1,304  1,197  1,393

受入手数料  1,123  1,178  956  923  1,087

トレーディング損益  345  413  281  233  263

金融収益  106  82  60  35  38

その他の営業収益  8  9  6  4  3

金融費用  21  46  39  18  18

純営業収益  1,563  1,636  1,265  1,179  1,374

販売費・一般管理費  1,599  1,595  1,457  1,315  1,261

取引関係費  652  664  539  424  423

人件費  404  393  359  330  307

不動産関係費  224  225  221  216  199

事務費  71  57  69  58  59

減価償却費  204  210  230  254  235

租税公課  15  10  10  7  15

その他  25  35  25  23  22

営業損益  △35  40  △191  △136  112

営業外収益  9  14  15  6  2

営業外費用  3  1  2  2  6

経常損益  △29  53  △178  △131  109

特別利益 ― ―  13 ―  8

特別損失  3  8  5  1,532  63

税引前四半期純損益  △32  45  △171  △1,663  54

法人税、住民税及び事業税  2  2  2  2  2

法人税等調整額 ― ― ― ― ― 

四半期純損益  △35  43  △173  △1,665  52
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