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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 600 △3.7 586 △0.0 △113 ― △109 ― △74 ―

21年3月期第1四半期 623 ― 587 ― △499 ― △438 ― △312 ―

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 △3.72 ―

21年3月期第1四半期 △15.61 ―

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 10,757 2,826 26.3 141.33 273.4
21年3月期 9,403 2,881 30.6 144.04 260.0

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,826百万円 21年3月期  2,881百万円

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  

業績予想と同様に、金融商品取引業は通常の業績を適正に予想することが困難なため、配当予想についても未定としております。 

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

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  
金融商品取引業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、通常の業績を適正に予想し、開示することは極めて困難で
あります。そのような状況において業績予想を開示することは投資家等に誤認を与えるおそれがあるため、当社は通常の業績予想を開示しておりません。
それに代えて、四半期および通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で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  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、５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 無

② ①以外の変更 有

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 20,013,042株 21年3月期  20,013,042株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,698株 21年3月期  10,698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 20,002,344株 21年3月期第1四半期 20,004,468株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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当第１四半期におけるわが国の経済は、世界経済の急速な景気後退に歯止めがかかり、一部の業種に明るさの兆し

が見られたものの、雇用不安の高まりや所得の減少等による先行き不透明感から個人消費が低迷するなど、依然とし

て厳しい状況が続きました。 

日本の株式市場におきましては、世界経済の持ち直しへ向け各国が協調して打ち出した経済政策等への期待から世

界の株式市場が急回復する中、期初8,000円台でスタートした日経平均株価が６月半ばに一時10,000円台を回復する

など、反騰して推移いたしました。 

主な概況は以下のとおりであります。 

① 純営業収益 

・受入手数料 

当第１四半期は株式相場の回復の影響を受け、株式の委託手数料が前年同期比で71百万円増の３億44百万円（前年

同期比25.9％増）、債券、受益証券を含めた委託手数料の合計は、３億46百万円（前年同期比26.2％増）となりまし

た。 

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、66百万円（前年同期比133.5％増）となりました。 

また、その他の受入手数料は、22百万円（前年同期比51.1％減）となりました。 

  

・トレーディング損益 

当第１四半期の株券等トレーディング損益は、67百万円（前年同期比62.9％減）となりました。また、債券等トレ

ーディング損益は67百万円（前年同期比67.3％増）となり、全体で１億34百万円（前年同期比39.2％減）となりまし

た。 

  

・金融収支 

当第１四半期の金融費用は、13百万円（前年同期比63.3％減）となりました。一方、金融収益は、29百万円（前年

同期比42.4％減）となり、金融収支は差し引きで16百万円（前年同期比3.9％増）となりました。 

  

以上の結果、当第１四半期の純営業収益は、５億86百万円（前年同期比0.0％減）となりました。 

  

② 販売費・一般管理費 

当第１四半期の販売費・一般管理費は、株券のトレーディング損益が減少したことによる報酬減や希望退職による

人員減により、人件費が２億２百万円減の３億23百万円（前年同期比38.5％減）、取引関係費が73百万円減の１億７

百万円（前年同期比40.6％減）、不動産費が69百万円減の86百万円（前年同期比44.5％減）等により合計３億86百万

円減少し、７億０百万円（前年同期比35.6％減）となりました。 

  

③ 特別損益 

当第１四半期は特別利益として、賞与引当金戻入額21百万円、金融商品取引責任準備金戻入19百万円の合計41百万

円を計上いたしました。 

特別損失として、店舗統廃合費用等により合計４百万円を計上いたしました。  

  

以上の結果、当第１四半期の経常損失は１億９百万円（前年同期は４億38百万円の経常損失）、四半期純損失は74

百万円（前年同期は３億12百万円の四半期純損失）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

丸八証券株式会社（8700）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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（１）資産、負債、純資産の状況 

当社の資金の財源は、資本金を含む自己資金と保有不動産および有価証券の担保差入れによる金融機関からの借入

れ、平成20年11月および平成21年３月に発行した転換社債型新株予約権付社債が主な財源となっております。 

その他、必要に応じて金融機関から流動的な資金が調達できる体制を構築しております。 

① 資産 

 当第１四半期末の資産合計は、前期末と比べ13億53百万円増加し107億57百万円となりました。その主な要因 

は、現金・預金が22億12百万円減少したものの信用取引資産29億27百万円、預託金５億27百万円が増加したこと等

によるものであります。 

② 負債 

  当第１四半期末の負債合計は、前期末と比べ14億８百万円増加し79億30百万円となりました。その主な要因は、

受入保証金が69百万円減少したものの信用取引負債12億77百万円、預り金３億20百万円が増加したこと等によるも

のであります。 

③ 純資産 

  当第１四半期末の純資産合計は、前期末と比べ54百万円減少し、28億26百万円となりました。その主な要因は、

その他有価証券評価差額金が20百万円増加したものの当四半期純損失74百万円を計上したことによるものでありま

す。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、期首残高に比べて22億12百万円減少し10億40百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、22億31百万円の減少（前年同期は23億32百万円の減少)

となりました。これは主として、預り金及び受入保証金が２億50百万円増加したものの信用取引資金16億50百万 

円、預託金が５億27百万円増加、約定見返勘定が２億59百万円増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の増加（前年同期は62百万円の減少）となりま

した。これは主として、従業員に対する長期貸付金の回収による収入13百万円、差入保証金の回収による収入７百

万円が生じたこと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） 

 当第１四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、特にありませんでした。 

  

  当社は、金融商品取引業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な事業内容としておりますが、その業績は、

経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあります。 

そのような中、当社は顧客との対面取引を中心に取扱商品の多様化や、売買業務から資産管理業務への転換など、

市況に左右されない収益の安定化に取り組んでおりますが、当第１四半期におきましては、営業収益６億０百万円の

うち株式受入手数料が３億46百万円（営業収益に対する構成比57.8％）、株券等のトレーディング損益が67百万円

（同11.2％）、合計で４億13百万円（同68.9％）と相当程度の割合を占めており、株式市況の変動に大きく依存して

おります。将来の株式市況の変動を的確に予測することが極めて困難な状況において業績の見通しを開示すること

は、投資家等に誤認を与えるおそれがあるため、当社は通常の業績予想を開示しておりません。従いまして、当社に

おきましては通期の業績予想に代えて四半期および通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速

やかに開示してまいります。  

   

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
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減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定しております。 

  

（資産のグルーピングの方法） 

従来、本・支店からなる営業店舗網を一つの資産グループとしてグルーピングしておりましたが、事業再編に伴う

事業単位の見直し等により、前事業年度より、リテール営業部門である営業店単位、インターネット取引部門である

通信取引センター、トレーディング業務を主体としたディーリング部門および本社分室や従業員用社宅等からなる共

用資産にグルーピングの変更をしたため、前第１四半期会計期間と当第１四半期会計期間で資産のグルーピングの方

法が異なっております。 

なお、前第１四半期会計期間は変更後の資産のグルーピングの方法によった場合と比較して、営業損失、経常損

失、税引前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

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：千円）

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 1,040,760 3,253,694

預託金 2,336,450 1,809,230

顧客分別金信託 2,245,659 1,718,440

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 2,487 14,899

商品有価証券等 2,487 14,899

約定見返勘定 260,114 1,059

信用取引資産 5,724,854 2,797,168

信用取引貸付金 5,407,089 2,542,411

信用取引借証券担保金 317,765 254,756

立替金 5,375 9,289

顧客への立替金 － 329

その他の立替金 5,375 8,959

短期差入保証金 220,000 220,000

短期貸付金 524 2,649

前払金 1,442 395

前払費用 24,290 19,568

未収入金 18,818 80,693

未収収益 69,285 50,763

貸倒引当金 △11,372 △4,623

流動資産計 9,693,029 8,254,787

固定資産   

有形固定資産 375,629 385,305

建物 113,586 116,648

器具備品 65,176 71,790

土地 196,866 196,866

無形固定資産 2,939 2,939

借地権 2,273 2,273

電話加入権 666 666

投資その他の資産 685,969 760,721

投資有価証券 247,217 217,115

関係会社株式 2,039 39

その他の関係会社有価証券 96,624 96,624

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 48,568 59,683

長期差入保証金 246,359 340,018

長期前払費用 214 －

長期立替金 92,812 93,112

その他 62,000 64,000

貸倒引当金 △111,887 △111,892

固定資産計 1,064,538 1,148,966

資産合計 10,757,567 9,403,753
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（単位：千円）

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   

信用取引負債 3,894,150 2,617,043

信用取引借入金 3,445,749 2,159,448

信用取引貸証券受入金 448,401 457,594

有価証券担保借入金 7,282 －

預り金 1,400,833 1,080,427

顧客からの預り金 1,231,067 986,719

その他の預り金 169,766 93,707

受入保証金 666,977 736,594

短期借入金 200,000 200,000

未払金 1,083 20,002

未払費用 123,878 123,442

リース資産減損勘定 189,408 192,638

未払法人税等 4,388 11,922

賞与引当金 23,000 48,000

流動負債計 6,511,001 5,030,072

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 1,000,000 1,000,000

繰延税金負債 10,082 －

退職給付引当金 189,714 204,357

長期リース資産減損勘定 171,754 219,186

その他の固定負債 7,600 8,750

固定負債計 1,379,152 1,432,294

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 40,551 60,151

特別法上の準備金計 40,551 60,151

負債合計 7,930,706 6,522,517

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,856 3,251,856

資本剰余金 1,204,043 1,204,043

利益剰余金 △1,640,401 △1,566,007

自己株式 △3,418 △3,418

株主資本合計 2,812,079 2,886,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,782 △5,237

評価・換算差額等合計 14,782 △5,237

純資産合計 2,826,861 2,881,236

負債・純資産合計 10,757,567 9,403,753
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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 349,974 435,691

委託手数料 274,670 346,600

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

28,308 66,111

その他の受入手数料 46,995 22,979

トレーディング損益 221,021 134,433

金融収益 52,026 29,974

営業収益計 623,022 600,098

金融費用 35,830 13,153

純営業収益 587,192 586,945

販売費・一般管理費 1,087,188 700,472

取引関係費 181,864 107,992

人件費 525,666 323,424

不動産関係費 155,506 86,368

事務費 173,234 148,169

減価償却費 24,663 9,687

租税公課 6,436 5,111

貸倒引当金繰入れ － 6,744

その他 19,817 12,974

営業損失（△） △499,996 △113,527

営業外収益   

受取配当金 60,078 12,371

その他 1,724 976

営業外収益計 61,803 13,347

営業外費用   

社債利息 － 8,726

その他 290 262

営業外費用計 290 8,988

経常損失（△） △438,483 △109,168

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 348,634 19,599

賞与引当金戻入額 77,006 21,763

貸倒引当金戻入額 2,767 －

特別利益計 428,407 41,363

特別損失   

過怠金等 275,000 －

減損損失 13,009 －

店舗統廃合費用 10,594 4,444

固定資産除却損 1,241 －

ゴルフ会員権売却損 － 238

その他の関係会社有価証券評価損 705 －

その他 445 －

特別損失計 300,995 4,682

税引前四半期純損失（△） △311,071 △72,486
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（単位：千円）

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) 

法人税、住民税及び事業税 1,917 1,907

法人税等調整額 △804 －

法人税等合計 1,112 1,907

四半期純損失（△） △312,183 △74,394
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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   

税引前四半期純損失（△） △311,071 △72,486

減価償却費 24,663 9,687

減損損失 13,009 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,635 6,744

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △408,786 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 60,151 △19,599

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,346 △14,642

受取利息及び受取配当金 △60,118 △12,630

支払利息 13,412 1,094

賞与引当金戻入額 △77,006 △21,763

固定資産除却損 1,241 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 238

その他の関係会社有価証券評価損 705 －

過怠金等 275,000 －

店舗統廃合費用 10,594 4,444

貸付金の増減額（△は増加） △1,068 2,125

預託金の増減額（△は増加） △81,896 △527,219

立替金の増減額（△は増加） 22,049 4,213

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △60,899 250,788

トレーディング商品の増減額 6,223 12,411

約定見返勘定の増減額（△は増加） △822,464 △259,054

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △807,934 △1,650,580

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） 81,015 7,282

その他の資産の増減額（△は増加） 40,082 124,624

その他の負債の増減額（△は減少） △19,070 △75,330

小計 △2,119,458 △2,229,652

利息及び配当金の受取額 58,312 11,030

利息の支払額 △12,523 △1,099

過怠金等の支払額 △250,000 －

リース解約等に伴う支払額 － △4,444

法人税等の支払額 △9,114 △7,322

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,332,783 △2,231,487

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 △50,520 －

無形固定資産の取得による支出 △10,297 －

投資有価証券の取得による支出 △535 －

関係会社株式の取得による支出 － △2,000

従業員に対する長期貸付けによる支出 △6,560 △2,390

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 1,594 13,505

ゴルフ会員権の売却による収入 － 1,850

差入保証金の差入による支出 △1,260 △343

差入保証金の回収による収入 5,518 7,931

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,060 18,553
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（単位：千円）

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) 

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） 900,000 －

自己株式の取得による支出 △241 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 899,758 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,495,085 △2,212,934

現金及び現金同等物の期首残高 3,218,244 3,253,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,723,158 1,040,760
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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：千円）

  

(２）商品別内訳                                      （単位：千円）

  

６．その他の情報

  前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前期比 前事業年度 

      ％   

 委託手数料  274,670  346,600    126.2  794,356

（株券）  (273,931)  (344,972)    (125.9)  (787,791)

（債券）  (223)  (638)    (286.2)  (2,476)

（受益証券）  (515)  (989)    (191.9)  (4,088)

募集・売出し・特定投資家向け売

付け勧誘等の取扱手数料 
 28,308  66,111    233.5  91,065

（債券）  (265)  (3,997)      (1,505.7)  (40,918)

（受益証券）  (28,043)  (62,114)    (221.5)  (50,146)

 その他の受入手数料  46,995  22,979    48.9  141,501

（株券）  (2,971)  (1,646)    (55.4)  (12,540)

（債券）  (283)  (422)    (149.0)  (774)

（受益証券）  (42,155)  (19,633)    (46.6)  (119,682)

（その他）  (1,585)  (1,277)    (80.6)  (8,503)

 合計  349,974  435,691    124.5  1,026,923

  前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前期比 前事業年度  

            ％      

 株券  276,903  346,618  125.2  800,332

 債券  771  5,057  655.4  44,169

 受益証券  70,713  82,737  117.0  173,917

 その他  1,585  1,277  80.6  8,503

 合計  349,974  435,691  124.5  1,026,923
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２．トレーディング損益                                  （単位：千円）

  

３．自己資本規制比率 

  

  前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間  前期比 前事業年度  

      ％      

 株券等  180,745  67,056  37.1  377,198

 債券等  40,276  67,376  167.3  276,597

 合計  221,021  134,433  60.8  653,795

    前第１四半期末（百万円）  当第１四半期末（百万円） 

 固定化されていない自己資本の額    （Ａ）  3,645  2,917

 リ ス ク 相 当 額        （Ｂ）  1,372  1,066

   市場リスク相 当 額  21  14

   取引先リスク相当額  136  120

   基礎的リスク相当額  1,215  931

 自 己 資 本 規 制 比 率 

 （Ａ） /  (Ｂ） × １００       ％ 
 265.5  273.4
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四半期損益計算書の推移表

  （単位：百万円）  

科  目 

前第１四半期 

自20.４.１ 

至20.６.30 

前第２四半期 

自20.７.１ 

至20.９.30 

前第３四半期 

自20.10.１ 

至20.12.31 

前第４四半期 

自21.１.１ 

至21.３.31 

当第１四半期 

自21.４.１ 

至21.６.30 

営業収益  623  441  433  351  600

 受入手数料  349  223  252  200  435

 トレーディング損益  221  164  146  121  134

 金融収益  52  52  35  29  29

金融費用  35  34  26  24  13

純営業収益  587  406  407  327  586

販売費・一般管理費  1,087  976  963  874  700

 取引関係費  181  172  152  143  107

 人件費  525  423  448  387  323

 不動産関係費  155  156  146  139  86

 事務費  173  174  168  145  148

 減価償却費  24  24  25  27  9

 租税公課  6  6  6  19  5

 その他  19  18  16  12  19

営業利益  △499  △569  △556  △547  △113

営業外収益  61  5  1  2  13

営業外費用  0  15  5  5  8

経常利益  △438  △579  △560  △550  △109

特別利益  428  －  50  416  41

特別損失  300  7  11  1,064  4

税引前四半期純利益  △311  △586  △521  △1,199  △72

法人税、住民税及び事業税  1  2  1  1  1

法人税等調整額  △0  △0  △0  △57  －

四半期純利益  △312  △588  △522  △1,144  △74
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