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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） 

 

(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 3,598 △25.6 △299 ― △252 ― △311 ―
21年3月期第1四半期 4,838 ― 408 ― 519 ― 337 ―

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 △12.25 ―
21年3月期第1四半期 20.05 20.05

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 62,752 31,265 48.8 1,202.04
21年3月期 67,274 31,506 45.8 1,210.21

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  30,592百万円 21年3月期  30,788百万円

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  
当社は、予想配当金の記載は行っておりません。詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

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） 
（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、業績予想の記載は行っておりません。詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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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  無  
(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） 

(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 
当社は、業績予想および予想配当金の記載は行っておりません。詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご
覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 25,529,800株 21年3月期  25,519,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  79,169株 21年3月期  79,164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 25,440,607株 21年3月期第1四半期 16,811,355株
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当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益の大幅な減少や雇用情勢の急速な悪化など、依然として
厳しい状況が続いたものの、輸出、生産、個人消費など一部に持ち直しの動きがみられました。日経平均
株価は、米国株価の動向などを背景に、６月半ばには昨年10月以来約８カ月ぶりに10,000円台を回復し、
６月末には9,958円44銭（３月末比1,848円91銭高）となりました。これを受け、個人投資家の買い越し幅
は拡大し、証券市場は回復の兆しがみられるものの、証券会社などの金融機関では、本年３月期決算で軒
並み減益となっております。また、本年１月に実施された株券の電子化は、当社の業務に影響を与えまし
た。 
このような厳しい事業環境のなか、当社は事務所スペースの削減や人員の適正化など全社的な費用の圧

縮に取り組んでまいりました。 
同時に、証券取引の全過程を一貫して提供する当社独自のビジネスモデルに、ＩＴ系サービス、商品提

供機能を加えた「証券業務の総合的プラットフォーム」サービスを、株式会社野村総合研究所、野村證券
株式会社と協業で、本年中に開始するべく鋭意取り組んでおります。 
今後も業容の拡大および業務の効率化を一層進めることにより、当社グループの企業価値向上に努めて

まいります。 
当第１四半期の経営成績は、株券電子化および証券市場の低迷による事務代行業務の減少等により、営

業収益は35億98百万円（前年同期比25.6％減）、費用圧縮に努めてまいりましたが収益の減少を吸収する
に至らず、営業損失は２億99百万円（前年同四半期は営業利益４億８百万円）、経常損失は２億52百万円
（前年同四半期は経常利益５億19百万円）、四半期純損失は３億11百万円（前年同四半期は四半期純利益
３億37百万円）となりました。 

  

(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は627億52百万円で、前連結会計年度末に比べ45億22百
万円減少しました。これは主に、信用取引資産が増加した一方で、現金及び預金、短期差入保証金が減少
したこと等によるものです。また、負債合計は314億87百万円で、前連結会計年度末に比べ42億81百万円
減少しました。これは主に、信用取引負債が増加した一方で、短期受入保証金が減少したこと等によるも
のです。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は107億73百万
円となり、前連結会計年度末より40億76百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増
減要因は次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 

84億30百万円の資金の減少（前年同四半期は18億45百万円の資金の増加）となりました。これは主に税
金等調整前四半期純損失２億35百万円、信用取引資産の増加額35億52百万円、有価証券担保貸付金の増加
額49億56百万円によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

46億53百万円の資金の増加（前年同四半期は2億86百万円の資金の減少）となりました。これは主に、
無形固定資産の取得による支出２億37百万円、短期貸付金の回収による収入50億円によるものでありま
す。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

  ３億円の資金の減少（前年同四半期比8億71百万円増加）となりました。これは主に、配当金の支払額
２億40百万円によるものであります。 

  

当社グループは株券の電子化という事業環境の変化を見据え、日本版クリアリングファームのビジネス

モデル確立に向け、業容の拡大を進めてきた結果、株式等売買注文の市場執行業務、ネット証券向け口座

開設事務等の売上比率が高まり、業務構造が大きく変化しております。このため、現時点では第２四半期

連結累計期間および通期の業績予想を行うことは困難な状況となっております。したがいまして、業績予

想ならびに第２四半期末および期末の予想配当金の記載は行っておりません。なお、業務構造の大きな変

化が安定し、業績予想が可能となった時点で記載を再開いたします。また、今期業績につきましては、合

理的な見積もりが可能となった時点ですみやかに発表することといたします。 

【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

３. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

○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。 

  

 該当事項はありません。 
○表示方法の変更 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）   

  前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記し 
  ておりました「破産更生債権等の増減額（△は増加）」（当第１四半期連結累計期間０百万 
 円）は、その金額の重要性を考慮し当第１四半期連結累計期間より「その他」に含めて表示す 
  ることに変更しております。 
○追加情報 

 （役員退職慰労引当金） 
    主要な連結子会社は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額 
 を計上しておりましたが、平成21年６月29日開催の定時株主総会において、同日をもって役員 
 退職慰労金制度を廃止するとともに、役員退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。な 
  お、同日までの在任期間に応じた役員退職慰労金相当額については、各役員それぞれの退任時 
  に支給することとしたため、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 
  

  

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：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 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,611 14,688

預託金 3,406 1,606

営業貸付金 4,510 4,588

短期貸付金 － 5,000

信用取引資産 23,600 20,048

信用取引貸付金 17,068 7,293

信用取引借証券担保金 6,532 12,754

有価証券担保貸付金 4,956 －

営業未収入金 1,417 1,639

有価証券 211 161

短期差入保証金 3,601 9,996

その他 466 473

貸倒引当金 △374 △481

流動資産合計 52,409 57,720

固定資産   

有形固定資産 2,776 2,456

無形固定資産 2,546 2,655

投資その他の資産 5,020 4,441

投資有価証券 4,109 3,504

その他 992 1,014

貸倒引当金 △82 △77

固定資産合計 10,343 9,554

資産合計 62,752 67,274

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,670 1,670

信用取引負債 17,985 16,880

信用取引借入金 4,799 1,584

信用取引貸証券受入金 13,185 15,296

有価証券担保借入金 364 400

営業未払金 339 332

未払法人税等 31 179

短期受入保証金 7,501 12,871

賞与引当金 157 388

その他 1,520 1,103

流動負債合計 29,570 33,826

固定負債   

退職給付引当金 839 835

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第１四半期決算短信
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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 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

役員退職慰労引当金 － 36

その他 471 533

固定負債合計 1,310 1,405

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 606 536

特別法上の準備金合計 606 536

負債合計 31,487 35,768

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,902 8,898

資本剰余金 11,725 11,722

利益剰余金 14,151 14,717

自己株式 △53 △53

株主資本合計 34,725 35,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 461 97

土地再評価差額金 △4,594 △4,594

評価・換算差額等合計 △4,132 △4,496

新株予約権 83 84

少数株主持分 589 633

純資産合計 31,265 31,506

負債純資産合計 62,752 67,274

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第１四半期決算短信
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(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 4,838 3,598

営業費用 1,946 1,582

営業総利益 2,892 2,015

一般管理費 2,483 2,315

営業利益又は営業損失（△） 408 △299

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 49 39

受取遅延損害金 37 －

その他 23 9

営業外収益合計 110 50

営業外費用 0 3

経常利益又は経常損失（△） 519 △252

特別利益   

貸倒引当金戻入額 273 102

その他 － 0

特別利益合計 273 102

特別損失   

固定資産除却損 1 3

投資有価証券売却損 0 0

投資有価証券評価損 84 －

金融商品取引責任準備金繰入れ 57 70

その他 － 12

特別損失合計 143 85

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

648 △235

法人税、住民税及び事業税 255 17

法人税等調整額 25 42

法人税等合計 280 59

少数株主利益 30 16

四半期純利益又は四半期純損失（△） 337 △311

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第１四半期決算短信
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

648 △235

減価償却費 182 259

貸倒引当金の増減額（△は減少） △273 △102

賞与引当金の増減額（△は減少） △180 △230

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △422 △36

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 57 70

受取利息及び受取配当金 △333 △306

支払利息 142 115

預託金の増減額（△は増加） △280 △1,800

営業貸付金の増減額（△は増加） △111 77

信用取引資産の増減額（△は増加） 2,609 △3,552

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） － △4,956

営業未収入金の増減額（△は増加） 482 191

短期差入保証金の増減額（△は増加） 137 6,394

破産更生債権等の増減額（△は増加） 670 －

信用取引負債の増減額（△は減少） △2,419 1,104

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） 98 △36

営業未払金の増減額（△は減少） △36 13

短期受入保証金の増減額（△は減少） 203 △5,369

長期未払金の増減額（△は減少） 457 △305

その他 467 200

小計 2,035 △8,500

利息及び配当金の受取額 344 330

利息の支払額 △147 △122

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △386 △137

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,845 △8,430

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 △45 △58

無形固定資産の取得による支出 △236 △237

長期前払費用の取得による支出 △0 △50

投資有価証券の取得による支出 △3 －

投資有価証券の売却による収入 0 2

短期貸付金の回収による収入 － 5,000

貸付金の回収による収入 1 0

その他 △1 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △286 4,653

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第１四半期決算短信
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（単位：百万円）

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

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

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） △1,030 －

株式の発行による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △142 △240

少数株主への配当金の支払額 － △60

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,171 △300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 387 △4,076

現金及び現金同等物の期首残高 6,085 14,849

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,473 10,773

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第１四半期決算短信
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 該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

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

   当連結会社は、株主名簿管理人業務、名義書換取次業務、有価証券配送業務、有価証券管理業 

 務、証券情報処理業務、メーリング業務および有価証券を担保とする貸金業務等の有価証券に係  

 わる証券代行業を中心とする営業活動を展開しております。従って、当連結会社の事業区分は 

「証券サービス業」という単一の事業セグメントに属しております。  

 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） 

   当連結会社は、事務代行業務、ビジネスサービス業務、証券業、メーリング業務、配送業務、  

 株主名簿管理人業務、人材サービス業および貸金業務等の証券に係わる業務を中心とする営業活  

 動を展開しております。従って、当連結会社の事業区分は「証券サービス業」という単一の事業  

 セグメントに属しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）および当第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） 

   在外連結子会社および在外支店がないため記載しておりません。 
  
  【海外売上高】 

     前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）および当第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） 

       海外売上高がないため記載しておりません。       
  

 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) セグメント情報

(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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（１）連結 

    （営業収益） 

   
  （注）前連結会計年度まで、営業収益については株主名簿管理人手数料、書換手数料、配送手 

        数料、管理手数料、情報処理手数料、メーリング手数料、その他の受取手数料および金融 
        収益に区分してきましたが、本年１月の株券電子化に伴う見直しにより、当第１四半期連 
        結会計期間より、上記に表示区分を変更しております。なお、比較を容易にするため、当 
    第１四半期連結累計期間の区分を前第１四半期連結累計期間に適用した場合の数字を（ ） 
    内に記載しております。 

6. その他の情報

区分

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

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

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

事務代行手数料 － － 1,143 31.8

(1,889) (39.0)

ビジネスサービス手数料 － － 393 10.9

(528) (10.9)

証券業手数料 － － 413 11.5

(356) (7.4)

メーリング手数料 328 6.8 296 8.2

 (302) (6.2)

配送手数料 372 7.7 333 9.3

(370) (7.7)

株主名簿管理人手数料 559 11.6 323 9.0

(525) (10.9)

人材サービス手数料 － － 382 10.6

(521) (10.8)

 書換手数料 522 10.8 － －

(－) (－)

 管理手数料 1,325 27.4 － －

(－) (－)

 情報処理手数料 843 17.4 － －

(－) (－)

その他の手数料 604 12.5 46 1.3

(60) (1.3)

小 計 4,555 94.2 3,332 92.6

金融収益 283 5.8 265 7.4

合 計 4,838 100.0 3,598 100.0
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（２）個別 

    （自己資本規制比率） 

 
  

    （株券売買高（先物取引を除く）） 

前事業年度末 
(平成21年３月31日) 

（百万円）

当第１四半期会計期間末 
（平成21年６月30日） 

（百万円）

基本的項目 （A） 29,696 29,428

補完的項目

その他有価証券評価差
額金（評価益）等

182 545

金融商品取引責任準備
金等

536 606

一般貸倒引当金 11 18

計 （B） 730 1,170

控除資産 （C） 6,629 6,816

固定化されていない
自己資本

（A）＋（B）－（C） （D） 23,797 23,782

リスク相当額

市場リスク相当額 446 542

取引先リスク相当額 939 796

基礎的リスク相当額 2,558 2,505

計 （E） 3,945 3,844

自己資本規制比率 （D)／（E)×100 603.2％ 618.6%

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)

株数(百万株) 金額(百万円) 株数(百万株) 金額(百万円)

合 計 3,925 2,818,340 7,128 3,515,177

（自 己） (0) (13) (0) (58)

（委 託） (3,925) (2,818,327) (7,128) (3,515,119)

委託比率 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
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