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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

※当社は、平成21年３月期第１四半期の連結財務諸表を作成していない為、平成21年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率、並びに平成
22年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 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 ％

22年3月期第1四半期 5,759 ― 1,930 ― 2,364 ― 1,457 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 5,398.30 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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 364,474 46,771 12.2 165,178.45
21年3月期 507,508 46,396 8.7 163,971.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  44,598百万円 21年3月期  44,272百万円

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  
 

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 ― 4,000.00 ― 4,500.00 8,500.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3,500.00 ― 4,000.00 7,500.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
※当社は、前年第３四半期連結会計期間に子会社を取得し、前年第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成している為、対前期、対前年同四半
期増減率については記載しておりません。 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 10,600 ― 2,500 ― 3,300 ― 2,100 ― 7,777.78

通期 21,000 ― 5,500 ― 7,700 ― 5,000 ― 18,518.52
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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、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) 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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※当社は、平成21年３月期第１四半期の連結財務諸表を作成していない為、期中平均株式数(四半期連結累計期間)の21年３月期第１四半期につい
ては記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当資料に記載の連結業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでいます。 
実際の連結業績は、今後様々な要因により、これら連結業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 

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 270,000株 21年3月期  270,000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（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 270,000株 21年3月期第1四半期  ―株
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㈱大阪証券取引所 (8697)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

（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

該当事項はありません。

　当第１四半期連結会計期間末におきましては、総資産364,474百万円となり、前連結会計年度末に比して143,033百万円減少いたしました。これは

取引証拠金特定資産161,997百万円の減少，清算預託金特定資産の19,426百万円の増加等によるものです。総負債は，317,703百万円となり前連

結会計年度末に比して143,407百万円減少いたしました。これは取引証拠金が161,997百万円の減少，清算預託金19,426百万円の増加等によるも

のです。また、純資産は46,771百万円となり前連結会計年度末に比して374百万円増加いたしました。これは、剰余金の配当1,215百万円があったこ

と、当第１四半期純利益1,457百万円を計上したこと等によるものです。

　これにより自己資本比率は、前連結会計年度末に比して3.5ポイント増加の12.2％となりました。

４．その他

  当第１四半期連結会計期間において、国内外の景気の一部に持ち直しの動きが見られたものの、依然として深刻な経済状況が続く中、我が国の

株式市場は、日経平均株価が期首の8,300円台から期末の9,900円台に上昇しました。

　このような状況の中、当社グループの主力商品である日経平均株価先物取引及び日経225miniの取引金額は、日経平均株価の下落等により前

第１四半期会計期間を下回りましたが、日経平均株価オプション取引の取引金額については、前第１前四半期会計期間を上回りました。

　当第１四半期連結会計期間における営業収益は、参加者（当社グループの開設する市場における取引資格・清算資格を持った金融商品取引業

者）から受け取る参加者料金が3,347百万円、上場会社から受け取る上場賦課金が604百万円、機器・情報提供料が1,705百万円となったこと等か

ら、5,759百万円となりました。また、販売費及び一般管理費については、減価償却費が1,145百万円となったこと等により、3,829百万円となりまし

た。この結果、営業利益は1,930百万円となりました。なお、経常利益は2,364百万円となっております。四半期純利益については、1,457百万円となり

ました。

  なお、平成21年４月28日公表の連結業績予想(通期)に対する進捗率は、営業収益が27.4％、営業利益が35.1％、経常利益が30.7％、当期純利益

が29.2％となっております。

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

税金費用の計算

　当連結会計年度の税金等調整前四半期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該

見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

【定性的情報・財務諸表等】

　平成21年３月期第１四半期の連結財務諸表を作成していない為、業績数値の前年同期との比較に関する記載は行っておりません。

　平成22年３月期の連結業績予想の見直しは、行っておりません。

該当事項はありません。

３．連結業績予想に関する定性的情報
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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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る要約
貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,890 27,543 

営業未収入金 2,372 1,843 

有価証券 7,530 6,018 

前払費用 223 144 

取引証拠金特定資産 ※２  264,987 ※２  426,985 

清算預託金特定資産 ※２  39,484 ※２  20,058 

繰延税金資産 263 263 

その他 313 673 

貸倒引当金 △7 △10 

流動資産合計 345,059 483,520 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,509 1,547 

構築物（純額） 3 3 

情報システム機器（純額） 1,190 1,381 

工具、器具及び備品（純額） 208 227 

土地 99 100 

建設仮勘定 254 232 

有形固定資産合計 ※１  3,265 ※１  3,493 

無形固定資産   

ソフトウエア 6,240 7,093 

ソフトウエア仮勘定 1,501 1,046 

その他 40 41 

無形固定資産合計 7,782 8,180 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,472 8,840 

従業員に対する長期貸付金 29 29 

長期前払費用 76 80 

差入保証金 412 412 

信認金特定資産 ※２  556 ※２  548 

繰延税金資産 1,768 1,826 

その他 119 649 

貸倒引当金 △68 △74 

投資その他の資産合計 8,367 12,313 

固定資産合計 19,415 23,987 

資産合計 364,474 507,508 
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る要約
貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 157 442 

未払費用 942 855 

未払法人税等 830 1,593 

未払消費税等 154 124 

預り金 4,000 3,935 

取引証拠金 264,987 426,985 

清算預託金 39,484 20,058 

賞与引当金 54 196 

役員賞与引当金 10 38 

システム変更損失引当金 1,432 1,432 

リース資産減損勘定 437 874 

繰延税金負債 12 4 

その他 801 64 

流動負債合計 313,306 456,607 

固定負債   

長期借入金 1 1 

長期預り金 500 507 

信認金 556 548 

退職給付引当金 2,360 2,353 

繰延税金負債 14 22 

負ののれん 778 855 

その他 185 213 

固定負債合計 4,397 4,503 

負債合計 317,703 461,111 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,723 4,723 

資本剰余金 4,825 4,825 

利益剰余金 34,971 34,729 

株主資本合計 44,520 44,278 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77 △5 

評価・換算差額等合計 77 △5 

少数株主持分 2,172 2,124 

純資産合計 46,771 46,396 

負債純資産合計 364,474 507,508 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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

営業収益  

参加者料金 3,347

上場賦課金 604

機器・情報提供料 1,705

その他 102

営業収益合計 5,759

販売費及び一般管理費 ※１  3,829

営業利益 1,930

営業外収益  

受取利息 278

受取配当金 42

負ののれん償却額 77

その他 42

営業外収益合計 441

営業外費用  

支払利息 3

その他 4

営業外費用合計 7

経常利益 2,364

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4

取引参加者過怠金 8

特別利益合計 12

特別損失  

固定資産除却損 22

その他 3

特別損失合計 25

税金等調整前四半期純利益 2,351

法人税等 ※２  845

少数株主利益 48

四半期純利益 1,457
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 2,351

減価償却費 1,145

負ののれん償却額 △77

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △141

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28

固定資産除却損 22

受取利息及び受取配当金 △321

支払利息 3

営業債権の増減額（△は増加） △529

未払費用の増減額（△は減少） 87

リース資産減損勘定の増減額（△は減少） △437

未払消費税等の増減額（△は減少） 29

その他 671

小計 2,774

利息及び配当金の受取額 512

利息の支払額 △10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,494

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,782

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4,000

定期預金の払戻による収入 2,530

有価証券の償還による収入 2,000

有形固定資産の取得による支出 △21

無形固定資産の取得による支出 △836

貸付金の回収による収入 1

その他 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △302

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,102

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 377

現金及び現金同等物の期首残高 12,513

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,890
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 ㈱大阪証券取引所（8697）平成21年３月期 第1四半期決算短信(非連結) 

 

【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

当第１四半期連結会計期間(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。 

 

【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】 

 当第１四半期連結会計期間(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。 

 

【簡便な会計処理】 

 当第１四半期連結会計期間(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。 

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 税金費用の計算 

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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 ㈱大阪証券取引所（8697）平成21年３月期 第1四半期決算短信(非連結) 

 

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 4,828百万円

 

※２ 取引証拠金特定資産等 

   当社では、約定時から決済時までにおける清算参

加者の債務不履行により被るリスクを担保するた

め、各清算参加者から取引証拠金等の預託を受けて

おります。これらについて、当社の規則上他の資産

と区分して管理されているため、四半期連結貸借対

照表上、その目的ごとに区分して表示しておりま

す。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 4,585百万円

 

※２ 取引証拠金特定資産等 

当社では、約定時から決済時までにおける清算参

加者の債務不履行により被るリスクを担保するた

め、各清算参加者から取引証拠金等の預託を受けて

おります。これらについて、当社の規則上他の資産

と区分して管理されているため、連結貸借対照表

上、その目的ごとに区分して表示しております。 

 

 ３ 担保受入金融資産の時価評価額 

   四半期連結貸借対照表に計上していない代用有価

証券の時価評価額は以下のとおりであります。 

取引証拠金代用有価証券 576,494百万円

信認金代用有価証券 529百万円

清算預託金代用有価証券 33,810百万円

   上記代用有価証券は、有価証券の売買等の契約不

履行の発生時等において処分権を有するものであり

ます。 

 

 ３ 担保受入金融資産の時価評価額 

連結貸借対照表に計上していない代用有価証券の

時価評価額は以下のとおりであります。 

取引証拠金代用有価証券 639,109百万円

信認金代用有価証券 414百万円

清算預託金代用有価証券 30,366百万円

   上記代用有価証券は、有価証券の売買等の契約不

履行の発生時等において処分権を有するものであり

ます。 

  

 ４ 偶発債務 

   株式会社日本証券クリアリング機構(以下、「ク

リアリング機構」という。)他５社と締結した「損

失補償契約書」に基づき、現物取引の清算業務に関

し、クリアリング機構の清算参加者による損失補償

対象債務の不履行、または不履行の恐れが生じたこ

とに起因して、クリアリング機構に生じた損失に対

して、他の損失補償人と連帯して、平成14年９月30

日現在におけるそれぞれの違約損失準備金相当額を

限度として、上記不履行の発生した時点またはクリ

アリング機構が債務不履行の恐れがあると認定を行

った時点におけるクリアリング機構への出資比率に

応じて、当該損失を補償することとなっておりま

す。 

   なお、当社グループの損失補償限度額は、3,569

百万円であります。 

４ 偶発債務 

同左 
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 ㈱大阪証券取引所（8697）平成21年３月期 第1四半期決算短信(非連結) 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

 

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

※１販売費及び一般管理費 

   販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属す

る費用であります。 

減価償却費 1,145百万円

給与手当及び賞与 552百万円

機器・情報提供費 287百万円

業務委託費 490百万円

修繕費 396百万円

賞与引当金繰入額 54百万円

役員賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

10百万円

43百万円
 
※２ 税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用しておりますので、法人税等調整額を含めた金額で一括掲記し

ております。 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)  

 

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

１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 29,890百万円

預金期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△17,000百万円

現金及び現金同等物 12,890百万円
  
 

(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月

１日 至 平成21年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当第１四半期連結 

会計期間末 

普通株式(株) 270,000

 

 

２ 自己株式に関する事項 

   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 
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 ㈱大阪証券取引所（8697）平成21年３月期 第1四半期決算短信(非連結) 

 

  (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成21年６月19日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,215 4,500 平成21年３月31日 平成21年６月22日

 

  (2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期

連結会計期間の末日後となるもの 

    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 

   該当事項はありません。 
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 ㈱大阪証券取引所（8697）平成21年３月期 第1四半期決算短信(非連結) 

 

(リース取引関係) 

当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。 

 

(有価証券関係) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著

しい変動はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

単一セグメントの為、該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

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

海外売上高は、連結営業収益の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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 ㈱大阪証券取引所（8697）平成21年３月期 第1四半期決算短信(非連結) 

 

(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 
 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

165,178円45銭 163,971円39銭 

(注)１株当たり純資産額の算定上の基礎 

項目 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 46,771 46,396 

普通株式に係る四半期末（期末）の
純資産額(百万円) 

44,598 44,272 

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 

2,172 2,124 

普通株式の発行済株式数 (株) 270,000 270,000 

普通株式の自己株式数 (株) ― ― 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた四半期末（期末）の普通株式の

数 (株) 

270,000 270,000 

 

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 
 

当第１四半期連結累計期間 
(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    5,398円30銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円
 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 項目 
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 1,457

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,457

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 270,000

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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㈱大阪証券取引所(8697)平成22年3月期　第1四半期決算短信

（単位：百万円、％） 

前四半期累計期間 当四半期累計期間

(平成21年３月期 (平成22年３月期

第１四半期) 第１四半期)

金　額 金　額 金　額 増減率

参  加  者  料  金 2,815 2,757 △ 57 △ 2.0

上  場  賦  課  金 273 374 101 37.3

機器・情報提供料 1,251 1,354 103 8.3

そ       の       他 95 54 △ 40 △ 42.6

4,434 4,541 107 2.4

人     　件　     費 531 501 △ 30 △ 5.7

施       設       費 346 383 36 10.5

運 　    営　     費 761 821 59 7.8

減  価  償  却  費 902 1,095 193 21.4

2,543 2,801 258 10.2

1,891 1,739 △ 151 △ 8.0

受    取    利    息 371 256 △ 114 △ 30.9

受  取  配  当  金 43 42 △ 0 △ 1.1

そ       の       他 14 34 20 147.0

428 334 △ 94 △ 22.0

支    払   利   息 2 3 0 0.0

そ       の       他 0 4 3 317.0

3 7 3 79.0

2,316 2,066 △ 249 △ 10.8

特    別    利   益 56 4 △ 52 △ 92.9

2,372 2,070 △ 301 △ 12.7

965 845 △ 120 △ 12.4

1,407 1,225 △ 181 △ 12.9

※１ 　当社の四半期損益計算書は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号。以下

「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当四半期

累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

※２ 　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）に係る四半

期財務諸表及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、

あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

営業収益

「参考資料」

増　　減
科　目

販売費及び一般管理費

四　半　期　損　益　計　算　書（非連結）

経常利益

営業利益

営業外費用

営業外収益

税引前四半期純利益

税金費用

四半期純利益
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㈱大阪証券取引所 (8697)　平成22年３月期　第1四半期決算短信

(単位：百万円)

前年同四半期 当四半期

(平成21年３月期 (平成22年３月期

第1四半期) 第1四半期)

区分 金　　　　　　額 金　　　　　　額

Ⅰ営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

税引前四半期純利益 2,372 2,070
減価償却費 902 1,095
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 555 △ 2
退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 2
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 108 △ 113
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 27 △ 28
受取利息及び受取配当金 △ 414 △ 299
支払利息 2 3
営業債権の増減額（△は増加） △ 35 △ 448
未払費用の増減額（△は減少） 11 65
未払消費税等の増減額（△は減少） △ 75 68
その他 387 △ 277

小計 2,461 2,135

利息及び配当金の受取額 295 482
利息の支払額 △ 10 △ 10
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 2,891 △ 1,491

　　営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 144 1,117

Ⅱ投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

定期預金の預入による支出 △ 3,500 △ 4,000
定期預金の払戻による収入 1,530 2,530
有価証券の取得による支出 △ 2,498 - 
有価証券の償還による収入 1,500 1,000
有形固定資産の取得による支出 △ 105 △ 19
無形固定資産の取得による支出 △ 754 △ 833
貸付金の回収による収入 1 1
その他 △ 20 - 

　　投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 3,846 △ 1,321

Ⅲ財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

配当金の支払額 △ 1,222 △ 1,102

　　財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 1,222 △ 1,102

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 5,213 △ 1,307

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 15,506 11,098

Ⅵ現金及び現金同等物の四半期末残高 10,293 9,791

※１ 　当社の四半期キャッシュ・フロー計算書は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、

　 当四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

※２ 　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

に係る四半期財務諸表及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

四半期キャッシュ・フロー計算書（非連結）
「参考資料」
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㈱大阪証券取引所（8697）平成22年３月期　第１四半期決算短信

（参考資料）

平成22年３月期（個別）

百万円

営　　 業 　　収 　　益 4,541

販売費及び一般管理費 2,801

営 　　業 　　利 　　益 1,739

経 　　常 　　利 　　益 2,066

税引前四半期純利益 2,070

四  半  期  純  利  益 1,225

円 銭

１株当たり四半期純利益 4,540 55

百万円

総　　　　 資　　　　 産 357,404

純　　　　 資　　　　 産 44,318

平成21年３月期（個別）

百万円 百万円 百万円 百万円

営　　 業 　　収 　　益 4,434 4,465 5,751 4,250

販売費及び一般管理費 2,543 2,608 2,684 3,340

営 　　業 　　利 　　益 1,891 1,856 3,067 909

経 　　常 　　利 　　益 2,316 2,166 3,552 1,295

税引前四半期純利益 2,372 2,176 3,553 693

四  半  期  純  利  益 1,407 1,940 2,469 500

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 5,213 29 7,186 51 9,146 83 1,854 14

百万円 百万円 百万円 百万円

総　　　　 資　　　　 産 279,689 279,475 338,660 500,947

純　　　　 資　　　　 産 40,525 42,400 43,675 44,223

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 150,095 46 157,039 06 161,762 64 163,790 59

平成20年３月期（個別）

百万円 百万円 百万円 百万円

営　　 業 　　収 　　益 4,112 4,924 4,710 4,941

販売費及び一般管理費 2,299 2,344 2,532 2,719

営 　　業 　　利 　　益 1,812 2,579 2,178 2,222

経 　　常 　　利 　　益 2,087 2,928 2,499 2,491

税引前四半期純利益 2,087 2,928 2,452 2,454

四  半  期  純  利  益 1,237 1,737 1,454 1,623

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 4,584 38 6,436 74 5,388 02 6,013 77

百万円 百万円 百万円 百万円

総　　　　 資　　　　 産 292,197 275,931 276,482 361,085

純　　　　 資　　　　 産 36,616 38,157 38,824 40,406

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 135,617 08 141,323 13 143,796 16 149,654 65

20年４月～20年６月 20年７月～20年９月 20年10月～20年12月 21年1月～21年3月

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第4四半期

第３四半期 第４四半期

19年４月～19年６月 19年７月～19年９月 19年10月～19年12月 20年１月～20年３月

最近における四半期毎の業績の推移

第１四半期 第２四半期

第１四半期

21年４月～21年６月

-16-




