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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 3,146 △1.1 3,100 △0.7 △34 ― 84 ― 137 ―
21年3月期第1四半期 3,182 ― 3,123 ― △258 ― △89 ― △449 ―

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 1.85 ―
21年3月期第1四半期 △5.61 ―

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 ％

22年3月期第1四半期 55,326 30,623 55.4 412.85 565.1
21年3月期 50,906 29,905 58.7 403.15 588.9

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  30,623百万円 21年3月期  29,905百万円

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  
22年３月期の配当予想額については、未定であります。理由については２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

21年3月期 ― 2.50 ― 0.00 2.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

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、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。 
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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 77,289,033株 21年3月期  77,289,033株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,112,778株 21年3月期  3,109,559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 74,176,892株 21年3月期第1四半期 80,095,196株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(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。 
 ４ページ 【定性的情報・財務諸表等】「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１四半期累計期間のわが国経済は、輸出や設備投資の不振が続くなか、素材、自動車、電
子部品関連について在庫調整が進展したことから、生産は低水準ながらも立ち直る兆しが見られ
ました。また、高速道路料金の値下げやエコカー減税、家電製品のエコポイント制度などの施策
が政府によって実施され、景気下支え効果が見られました。一方、雇用情勢は完全失業率が５％
を超えるなど、依然厳しい状況が続きました。 
当第１四半期累計期間の株式市場は、３月半ば以降に米大手金融機関の業績回復見通しが発表

されたことやFRB(米連邦準備理事会)による米国債の買い入れが決定したこと、また国内外にお
いて景気底入れを期待させる経済指標が発表されたことなどから、昨年秋以降続いていた景気に
対する悲観的な見方は徐々に修正され、日経平均株価は６月12日に約８ヶ月ぶりとなる1万円台
を付ける動きとなりました。 
このような環境下、当第１四半期累計期間の業績は、営業収益が31億46百万円(前第１四半期

比 98.9％)と減少し、営業収益より金融費用46百万円(同 78.1％)を控除した純営業収益は、31
億円(同 99.3％)となりました。また、販売費・一般管理費は31億34百万円(同 92.7％)となり、
その結果、営業損失は34百万円(前第１四半期実績 営業損失２億58百万円)、経常利益は84百万
円(前第１四半期実績 経常損失89百万円)、四半期純利益は１億37百万円(前第１四半期実績 四
半期純損失４億49百万円)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１四半期累計期間の受入手数料の合計は、25億14百万円(前第１四半期比 

96.7％)となりました。 
  
① 委託手数料       

当社の株券委託売買金額は3,184億円(前第１四半期比 100.3％)となったことから、委託
手数料は18億79百万円(同 108.4％)となりました。うち「株式委託手数料」は18億70百万
円(同 108.1％)、「その他の委託手数料」は８百万円(同 195.6％)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３百万円(前第１四半
期実績なし)、債券が０百万円(前第１四半期比 14.4％)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、オープン投信の販売が伸
び悩んだことから３億23百万円(同 76.2％)となりました。また、その他の受入手数料は、
代行手数料が減少したことから３億７百万円(同 69.7％)となりました。 

  
(2) トレーディング損益：当第１四半期累計期間のトレーディング損益は、株券等は３億86百

万円(前第１四半期比 100.2％)、債券・為替等は１億14百万円(同 476.1％)となり、合計
で５億円(同 122.2％)となりました。 

  
(3) 金融収支：当第１四半期累計期間の金融収益は、信用取引収益の減少等により１億14百万

円(前第１四半期比 72.5％)、金融費用は信用取引費用や支払利息等の減少により46百万円
(同 78.1％)で差引収支は67百万円(同 69.1％)の利益となりました。 

  
(4) 販売費・一般管理費 ：当第１四半期累計期間の販売費・一般管理費は、株券売買金額の減

少に伴い取引関係費が減少したことや経費削減施策の実施により人件費等が減少したこと
により、31億34百万円(前第１四半期比 92.7％)となりました。 

  
(5) 特別損益：当第１四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24百万円(前

第１四半期比 8.5％)、投資有価証券売却益16百万円(前第１四半期実績なし)、貸倒引当金
戻入額０百万円(前第１四半期実績なし)となりました。また特別損失は、固定資産廃棄損
６百万円(前第１四半期比 22.7％)となり、差引34百万円の利益(前第１四半期実績 損失36
百万円)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１四半期会計期間末の資産のうち流動資産については、現金・預金が66億65百万円減少す
る一方、信用取引資産が65億27百万円、トレーディング商品が31億32百万円増加したことなどか
ら、前期末比39億80百万円増加しております。 
固定資産については、投資有価証券が時価の上昇により５億61百万円増加したことなどから、

前期末比４億39百万円増加しております。 
負債のうち流動負債については、トレーディング商品が32億61百万円増加したことなどから、

前期末比36億50百万円増加しております。 
固定負債及び特別法上の準備金については、繰延税金負債が１億１百万円増加したことなどか

ら、前期末比51百万円増加しております。 
純資産については、その他有価証券評価差額金で５億82百万円の増加、四半期純利益で１億37

百万円増加したことから、前期末比７億18百万円増加しております。 
  

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) 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 

該当事項はありません。 
  

(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 

該当事項はありません。 

  

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
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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 7,770 14,435

預託金 10,801 9,100

トレーディング商品 6,534 3,402

商品有価証券等 6,531 3,402

デリバティブ取引 2 －

約定見返勘定 88 53

信用取引資産 16,405 9,877

信用取引貸付金 13,317 7,046

信用取引借証券担保金 3,087 2,830

募集等払込金 869 1,136

未収還付法人税等 407 390

その他の流動資産 448 946

流動資産計 43,324 39,343

固定資産   

有形固定資産 5,080 5,195

建物 2,890 2,944

その他（純額） 2,189 2,250

無形固定資産 766 809

投資その他の資産 6,155 5,557

投資有価証券 4,840 4,279

長期差入保証金 890 889

その他 430 405

貸倒引当金 △5 △15

固定資産計 12,002 11,563

資産合計 55,326 50,906
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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 3,271 10

商品有価証券等 3,270 10

デリバティブ取引 0 －

信用取引負債 2,484 3,222

信用取引借入金 617 1,730

信用取引貸証券受入金 1,866 1,492

預り金 8,879 8,659

受入保証金 1,684 1,120

短期借入金 4,010 4,043

未払法人税等 22 12

繰延税金負債 － 24

賞与引当金 245 292

その他の流動負債 982 546

流動負債計 21,580 17,930

固定負債   

長期未払金 363 401

繰延税金負債 232 131

退職給付引当金 2,348 2,335

その他の固定負債 53 53

固定負債計 2,997 2,922

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 124 148

特別法上の準備金計 124 148

負債合計 24,703 21,001
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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) 

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 4,342 4,342

資本剰余金合計 8,637 8,637

利益剰余金   

その他利益剰余金 9,857 9,719

別途積立金 11,247 11,247

繰越利益剰余金 △1,390 △1,527

利益剰余金合計 9,857 9,719

自己株式 △1,006 △1,005

株主資本合計 29,761 29,625

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 862 280

評価・換算差額等合計 862 280

純資産合計 30,623 29,905

負債・純資産合計 55,326 50,906
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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 2,600 2,514

委託手数料 1,734 1,879

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

0 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

423 323

その他の受入手数料 441 307

トレーディング損益 409 500

金融収益 157 114

その他の営業収益 14 17

営業収益計 3,182 3,146

金融費用 59 46

純営業収益 3,123 3,100

販売費・一般管理費   

取引関係費 421 338

人件費 1,789 1,700

不動産関係費 393 413

事務費 458 390

減価償却費 136 155

租税公課 73 74

貸倒引当金繰入れ 10 －

その他 99 61

販売費・一般管理費計 3,382 3,134

営業損失（△） △258 △34

営業外収益   

受取配当金 127 46

雑収入 46 72

営業外収益計 174 119

営業外費用   

雑損失 5 0

営業外費用計 5 0

経常利益又は経常損失（△） △89 84

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 286 24

投資有価証券売却益 － 16

貸倒引当金戻入額 － 0

特別利益計 286 40

特別損失   

固定資産廃棄損 27 6

システム移行費用 295 －

特別損失計 323 6

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △126 118

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 317 △24

法人税等合計 322 △18

四半期純利益又は四半期純損失（△） △449 137
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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
（△）

△126 118

減価償却費 136 155

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △203 △47

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △286 △24

固定資産廃棄損 27 6

受取利息及び受取配当金 △284 △161

支払利息 59 46

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △16

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △1,000 △1,700

トレーディング商品の増減額 △2,246 94

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △1,312 △7,266

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） 1,209 784

その他の資産・負債の増減額 477 1,190

小計 △3,515 △6,816

利息及び配当金の受取額 311 152

利息の支払額 △83 △53

法人税等の支払額 △303 △12

法人税等の還付額 0 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,590 △6,729

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 △20 －

投資有価証券の売却による収入 0 137

有形固定資産の取得による支出 △97 △2

無形固定資産の取得による支出 △450 －

貸付けによる支出 △4 △41

貸付金の回収による収入 0 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △570 97

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） △500 －

長期借入金の返済による支出 △33 △33

自己株式の処分による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △385 △0

配当金の支払額 △224 △0

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,142 △34

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,300 △6,665

現金及び現金同等物の期首残高 11,658 14,435

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,358 7,770
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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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(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) 

 
  

(2) トレーディング損益 

(単位：百万円) 

 
  

6. その他の情報

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)
前年同期比(%)

委託手数料 1,734 1,879 108.4

 (株券) (1,730) (1,870) 108.1

 (債券) (    0) (    0) 624.4

 (その他) (    4) (    8) 195.6

引受け・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の手数料

0 3 420.1

 (株券) (   ─) (    3) ―

 (債券) (    0) (    0) 14.4

募集・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の取扱手数料

423 323 76.2

その他の受入手数料 441 307 69.7

合計 2,600 2,514 96.7

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)
前年同期比(%)

株券 1,735 1,878 108.3

債券 29 3 12.2

受益証券 806 604 75.0

その他 29 26 92.0

合計 2,600 2,514 96.7

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)
前年同期比(%)

株券等 385 386 100.2

債券・為替等 23 114 476.1

 (債券等) (   20) (  171) 825.7

 (為替等)  (    3)  ( △57) ─

合計 409 500 122.2

水戸証券㈱（8622） 平成22年3月期　第1四半期決算短信（非連結）

－11－



(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、売出高及び私募の取扱高を含んでおります。 
  

(5) 自己資本規制比率 

   
(6) 役職員数 

(単位：人) 

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)
前年同期比(%)

株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 1,206 1,452,726 2,329 1,105,998 193.2 76.1

 (委託) (462) (317,618) (736) (318,441) 159.0 100.3

 (自己) (743) (1,135,108) (1,593) (787,556) 214.4 69.4

委託比率(%) 38.4 21.9 31.6 28.8

─東証シェア(%) 0.44 0.41 0.71 0.50

1株当たり委託手数料 3円74銭 2円54銭

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)
前年同期比(%)

引受高

 株券(株数) ─ 40 ―

 株券(金額) ─ 68 ―

 債券(額面金額) 250 50 20.0

 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)

7,600 3,600 47.4

募集・売出しの取扱高

 株券(株数) ─ 45 ―

 株券(金額) ─ 77 ―

 債券(額面金額) 500 1,441 288.2

 受益証券(金額) 77,670 65,327 84.1

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

7,600 3,600 47.4

区分
前事業年度末

(平成21年３月31日)
当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

基本的項目(百万円) (A) 29,625 29,761

補完的項目 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金(評価益)等

280 862

金融商品取引責任準備金等 148 124

一般貸倒引当金 ─ ─

計 (B) 428 986

控除資産(百万円) (C) 7,251 7,050

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 22,802 23,698

リスク相当額 
(百万円)

市場リスク相当額 512 720

取引先リスク相当額 234 364

基礎的リスク相当額 3,124 3,108

計 (E) 3,871 4,192

自己資本規制比率(％)  (D)／(E)×100 588.9 565.1

前事業年度末
(平成21年３月31日)

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

役員 10 9

従業員 733 782
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(7) 損益計算書の四半期推移 

(単位：百万円) 

 
  

前第１四半期

(H20.４.１
 H20.６.30)

前第２四半期

(H20.７.１
H20.９.30)

前第３四半期

(H20.10.１
 H20.12.31)

前第４四半期

(H21.１.１
H21.３.31)

当第１四半期

(H21.４.１
 H21.６.30)

営業収益

 受入手数料 2,600 1,690 1,561 1,332 2,514

 トレーディング損益 409 631 796 570 500

 金融収益 157 130 109 79 114

 その他の営業収益 14 14 14 17 17

営業収益計 3,182 2,468 2,482 2,000 3,146

金融費用 59 62 55 51 46

純営業収益 3,123 2,405 2,426 1,948 3,100

販売費・一般管理費

 取引関係費 421 407 397 405 338

 人件費 1,789 1,760 1,743 1,596 1,700

 不動産関係費 393 393 377 397 413

 事務費 458 400 405 437 390

 減価償却費 136 148 157 197 155

 租税公課 73 34 32 21 74

 その他 109 90 78 71 61

 販売費・一般管理費計 3,382 3,234 3,193 3,126 3,134

営業損失(△) △258 △828 △766 △1,178 △34

営業外収益 174 39 70 45 119

営業外費用 5 22 3 15 0

経常利益又は経常損失(△) △89 △811 △700 △1,149 84

特別利益

 金融商品取引責任準備金戻入 286 44 0 ─ 24

 投資有価証券売却益 ― ─ 13 10 16

 ゴルフ会員権売却益 ― ─ 1 0 ─

 関係会社株式売却益 ― ─ 25 ─ ─

 貸倒引当金戻入額 ─ ─ ─ ─ 0

 特別利益計 286 44 40 10 40

特別損失

 投資有価証券売却損 ─ ─ ─ 51 ─

 投資有価証券評価損 ― 152 569 65 ─

 固定資産売却損 ― ─ ─ 1 ─

 固定資産廃棄損 27 4 5 19 6

 システム移行費用 295 ─ ─ ─ ─

 特別損失計 323 156 574 137 6

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失(△)

△126 △924 △1,234 △1,275 118

法人税、住民税及び事業税 5 4 6 18 5

法人税等調整額 317 ─ 28 △4 △24

法人税等合計 322 4 34 14 △18

四半期純利益又は 
四半期純損失(△)

△449 △928 △1,268 △1,290 137
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