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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

※当社は、平成21年３月期第２四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２四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２四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2四半期 11,743 ― 3,821 ― 4,615 ― 3,253 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 12,049.53 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 355,917 46,382 13.0 171,786.93
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2四半期  46,382百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 3,500.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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） 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※当社は、平成21年３月期第２四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２四半期につ
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 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2四半期  ―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2四半期 270,000株 21年3月期第2四半期  ―株
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（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。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期第２四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21年９月24日に、平成22年３月期第２四半期累計期間の業績予想数値の修正を行いましたが、通期の業績予想については、現時点では不

確定な要素が多いことから、平成21年４月28日に公表した数値の見直しは行っておりません。

【定性的情報・財務諸表等】

企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年

12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度にお

いて最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用することができることになったことに伴い、当第２四半期連結会計期間からこれらの会計

基準等を適用しております。

　当第２四半期連結会計期間末におきましては、総資産355,917百万円となり、前連結会計年度末に比して151,590百万円減少いたしました。これは

取引証拠金特定資産181,216百万円の減少、清算預託金特定資産の30,557百万円の増加等によるものです。総負債は，309,535百万円となり前連

結会計年度末に比して151,576百万円減少いたしました。これは取引証拠金が181,216百万円の減少，清算預託金30,557百万円の増加等によるも

のです。また、純資産は46,382百万円となり前連結会計年度末に比して14百万円減少いたしました。これは、剰余金の配当1,215百万円、少数株主

持分2,124百万円の減少、当第２四半期純利益3,253百万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4.3ポイント増加の13.0％となりました。

４．その他

  当第２四半期連結累計期間における我が国株式市場は、日経平均株価が期首の8,300円台から期末には10,100円台となり、前年同期間（期首

12,600円台、期末11,200円台）に比べ下落しました。

　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の合計取引金額は、前年同期間を35.6％下回りま

した。日経平均株価オプション取引の取引金額については、カウンターパーティーリスクを意識した店頭取引から取引所取引へのシフトと思われる

動きもあり、前年同期間を51.0％上回りました。

  当第２四半期連結累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6,583百万円、機器・情報提供料が3,428百万円、上場会社から受け取る上場賦課金が1,517百万円となったこと等か

ら、11,743百万円となりました。

  販売費及び一般管理費については、減価償却費が2,385百万円、運営費が2,246百万円となったこと等により、7,922百万円となりました。

この結果、営業利益は3,821百万円となり、また、経常利益は4,615百万円、四半期純利益は3,253百万円となりました。

  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55.9％、営業利益が69.5％、経常利益が59.9％、純利益が

65.1％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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 31,275 27,543 

営業未収入金 1,866 1,843 

有価証券 7,524 6,018 

前払費用 176 144 

取引証拠金特定資産 ※２  245,768 ※２  426,985 

清算預託金特定資産 ※２  50,615 ※２  20,058 

繰延税金資産 263 263 

その他 473 673 

貸倒引当金 △8 △10 

流動資産合計 337,954 483,520 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,467 1,547 

構築物（純額） 2 3 

情報システム機器（純額） 1,203 1,381 

工具、器具及び備品（純額） 187 227 

土地 99 100 

建設仮勘定 12 232 

有形固定資産合計 ※１  2,973 ※１  3,493 

無形固定資産   

ソフトウエア 6,897 7,093 

ソフトウエア仮勘定 250 1,046 

その他 40 41 

無形固定資産合計 7,188 8,180 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,961 8,840 

従業員に対する長期貸付金 28 29 

長期前払費用 47 80 

差入保証金 391 412 

信認金特定資産 ※２  561 ※２  548 

繰延税金資産 1,772 1,826 

その他 101 649 

貸倒引当金 △63 △74 

投資その他の資産合計 7,801 12,313 

固定資産合計 17,962 23,987 

資産合計 355,917 507,508 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

未払金 1,412 442 

未払費用 1,022 855 

未払法人税等 1,451 1,593 

未払消費税等 131 124 

預り金 3,909 3,935 

取引証拠金 245,768 426,985 

清算預託金 50,615 20,058 

賞与引当金 234 196 

役員賞与引当金 20 38 

システム変更損失引当金 36 1,432 

リース資産減損勘定 － 874 

繰延税金負債 8 4 

その他 586 64 

流動負債合計 305,198 456,607 

固定負債   

長期借入金 1 1 

長期預り金 493 507 

信認金 561 548 

退職給付引当金 2,381 2,353 

繰延税金負債 12 22 

負ののれん 700 855 

その他 185 213 

固定負債合計 4,336 4,503 

負債合計 309,535 461,111 

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 36,767 34,729 

株主資本合計 46,316 44,278 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65 △5 

評価・換算差額等合計 65 △5 

少数株主持分 － 2,124 

純資産合計 46,382 46,396 

負債純資産合計 355,917 507,508 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益  

参加者料金 6,583

上場賦課金 1,517

機器・情報提供料 3,428

その他 214

営業収益合計 11,743

販売費及び一般管理費 ※１  7,922

営業利益 3,821

営業外収益  

受取利息 562

受取配当金 42

負ののれん償却額 155

その他 49

営業外収益合計 810

営業外費用  

支払利息 6

その他 11

営業外費用合計 17

経常利益 4,615

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4

取引参加者過怠金 8

負ののれん発生益 567

システム変更損失引当金戻入額 34

その他 0

特別利益合計 615

特別損失  

固定資産除却損 24

減損損失 ※３  371

その他 5

特別損失合計 400

税金等調整前四半期純利益 4,829

法人税等 ※２  1,458

少数株主損益調整前四半期純利益 3,370

少数株主利益 117

四半期純利益 3,253
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益  

参加者料金 3,236

上場賦課金 913

機器・情報提供料 1,722

その他 111

営業収益合計 5,984

販売費及び一般管理費 ※１  4,093

営業利益 1,891

営業外収益  

受取利息 284

負ののれん償却額 77

その他 7

営業外収益合計 369

営業外費用  

支払利息 3

その他 6

営業外費用合計 9

経常利益 2,250

特別利益  

負ののれん発生益 567

システム変更損失引当金戻入額 34

その他 0

特別利益合計 602

特別損失  

固定資産除却損 2

減損損失 ※３  371

その他 2

特別損失合計 375

税金等調整前四半期純利益 2,477

法人税等 ※２  612

少数株主損益調整前四半期純利益 1,864

少数株主利益 68

四半期純利益 1,795
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 4,829

減価償却費 2,385

減損損失 371

負ののれん償却額 △155

負ののれん発生益 △567

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27

賞与引当金の増減額（△は減少） 38

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18

システム変更損失引当金の増減額（△は減少） △1,395

固定資産除却損 24

受取利息及び受取配当金 △605

支払利息 6

営業債権の増減額（△は増加） △22

未払費用の増減額（△は減少） 166

リース資産減損勘定の増減額（△は減少） △874

未払消費税等の増減額（△は減少） 7

その他 1,885

小計 6,090

利息及び配当金の受取額 696

利息の支払額 △10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,495

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,281

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 △9,000

定期預金の払戻による収入 7,030

有価証券の償還による収入 2,500

有形固定資産の取得による支出 △46

無形固定資産の取得による支出 △1,646

少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 △1,673

貸付金の回収による収入 2

その他 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,803

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,214

長期借入金の返済による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,262

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 13,775
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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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

企業結合に関する会計基準等の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する

会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20

年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業

分離等から適用することができることになったことに伴い、当第２四半期連結会計期間からこれらの会計

基準等を適用しております。 

 

【株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

【簡便な会計処理】 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

 

【追加情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

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) 

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 5,024百万円

 

※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 483,813百万円

信認金代用有価証券 539百万円

清算預託金代用有価証券 43,056百万円

   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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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 2,385百万円

給与手当及び賞与 1,080百万円

機器・情報提供費 588百万円

業務委託費 1,027百万円

修繕費 788百万円

賞与引当金繰入額 234百万円

役員賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

20百万円

92百万円
 
※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。 

※３減損損失 

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、減損損失を計上しております。 

種類 場所 用途 減損損失 

ソフトウェア 大阪府吹田市 
上場商品に係る 

ソフトウェア 
371百万円 

当社グループは、金融商品市場開設に係る事業を単一事業としております。事業用資産は全体で一つの資

産グループとしておりますが、遊休状態にある資産については、個別に独立した単位としてグルーピングを

行っております。 

なお、特定の上場商品に係るソフトウェアの稼働率は、対象商品の売買高の低迷により著しく低下した状態

が継続しており、回復する見込みがない遊休状態となっております。そのため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計上しております。当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

により算定しており、他への転用や売却が困難であるため、備忘価額で評価しております。 
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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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９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 1,240百万円

給与手当及び賞与 528百万円

機器・情報提供費 301百万円

業務委託費 537百万円

修繕費 391百万円

賞与引当金繰入額 180百万円

役員賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

10百万円

48百万円
 
※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。 

※３減損損失 

当社グループは、当第２四半期連結会計期間において、減損損失を計上しております。 

種類 場所 用途 減損損失 

ソフトウェア 大阪府吹田市 
上場商品に係る 

ソフトウェア 
371百万円 

当社グループは、金融商品市場開設に係る事業を単一事業としております。事業用資産は全体で一つの資

産グループとしておりますが、遊休状態にある資産については、個別に独立した単位としてグルーピングを

行っております。 

なお、特定の上場商品に係るソフトウェアの稼働率は、対象商品の売買高の低迷により著しく低下した状

態が継続しており、回復する見込みがない遊休状態となっております。そのため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計上しております。当該資産の回収可能価額は、正味売

却価額により算定しており、他への転用や売却が困難であるため、備忘価額で評価しております。 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)  

 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

１ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高と当第２四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 31,275百万円

預金期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△17,500百万円

現金及び現金同等物 13,775百万円
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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) 

 

(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月

１日 至 平成21年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当第２四半期連結 

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 

  (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) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、

配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの 

    

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10月27日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 945 3,500 平成21年９月30日 平成21年12月１日

 

 

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

   株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動がありません。 
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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) 

 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものについては、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っており、かつ、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高

が、企業再編等により前連結会計年度末に比べて著しい変動（減少）が認められます。 

  

 主にリース契約の解約に伴い減少したリース取引に係る未経過リース料四半期末残高相当額は以下のとおりであ

ります。 

     

１年以内 1,172百万円 

１年超 694百万円 

合  計 1,866百万円 

 

     

 

 

(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。 
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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) 

(企業結合等関係)  

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

（共通支配下の取引等） 

１ 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要 

結合当事企業の名称 株式会社ジャスダック証券取引所 

結合当事企業の事業の内

容 

有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うための市場施設の提

供、相場の公表及び有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の

確保その他の取引所金融商品市場の開設に係る業務等 

企業結合日 平成21年９月24日 

企業結合の法的形式 株式取得（少数株主からの株式取得） 

結合後企業の名称 株式会社ジャスダック証券取引所 

取引の目的を含む取引の

概要 

当社が被取得企業を完全子会社化した上で将来的に当社と被取得企業

の開設・運営している新興市場をグループ化することで、国内新興市場

におけるリーディング・マーケットを形成し、強い競争力を背景とした

市場の質の向上に努めることが、当社及び被取得企業の直面する課題の

有力な解決策となるとともに、我が国資本市場の国際競争力の強化にも

繋がるものと考えています。 

 

２ 実施した会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業結合会計基準適用指針第10

号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

  

３ 被取得企業の取得原価及びその内訳   

取得対価 

 

株式会社ジャスダック証券取引所の普通株式  1,673百万円  

取得原価 1,673百万円 

なお、すべて現金で支出しております。 

 

 ４ 負ののれん発生益の金額及び発生原因 

(1) 負ののれん発生益の金額   

567百万円 

(2) 発生原因 

子会社の追加取得に係る取得原価と当該追加取得に伴う少数株主持分の減少金額との差額によるものであ

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) 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

単一セグメントの為、該当事項はありません。 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

171,786円93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２四半期連結会計期間末 

(平成21年９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) 46,382 46,396 

普通株式に係る四半期末（期末）の
純資産額(百万円) 

46,382 44,272 

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 

― 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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

１株当たり四半期純利益        12,049円53銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益     －円

１株当たり四半期純利益        6,651円23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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 3,253 1,795

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 3,253 1,795

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) 270,000 270,000

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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A　収益実績

金額 構成比（％）

6,583 56.1

5,344 45.5

取引手数料 3,002 25.6

清算手数料 1,433 12.2

アクセス料 584 5.0

基本料 312 2.7

その他 11 0.1

1,239 10.6

3,428 29.2

2,727 23.2

相場情報料 1,432 12.2

ネットワーク回線料 693 5.9

システム接続料 381 3.2

その他 220 1.9

700 6.0

1,517 12.9

1,047 8.9

上場有価証券年賦課金 467 4.0

有価証券上場手数料 580 4.9

470 4.0

214 1.8

11,743 100.0

B　取引・清算手数料
（単位：百万円）

金額 構成比（％）

1,978 38.5

2,107 41.0

3 0.1

1,053 20.5

5,143 100.0
（注１）日経225miniを含みます。

（注３）投資信託受益証券、内国投資証券、外国投資証券、カバードワラント、出資証券、不動産投資信託及び債券を含みます。
（注４）前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表の作成を開始しましたので、前年同期との比較は行っておりません。

（単位：億円）

前第２四半期累計期間

自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

一日平均

2,729,983 1,758,168 14,294 △ 35.6

2,127,486 1,223,245 9,945 △ 42.5

602,497 534,923 4,348 △ 11.2

17,030 25,722 209 51.0

－ 3,103 59 －

459 41 0 △ 91.0

155,333 97,304 791 △ 37.4

132,086 80,162 651 △ 39.3

投資信託受益証券 11,754 10,484 85 △ 10.8

23,247 17,142 139 △ 26.3

（注３）投資信託受益証券、内国投資証券、外国投資証券、カバードワラント、出資証券及び不動産投資信託を含みます。

ジャスダック

ジャスダック

当社

当社

ジャスダック

（注２）日経株価指数300先物取引、ＲＮプライム指数先物取引、日経株価指数300オプション取引及び個別証券オプション取引の合計です。

ＪＡＳＤＡＱ市場

その他デリバティブ取引(注２)

大証ＦＸ(注１)

（注１）平成21年７月21日より取引を開始いたしました。取引金額は、取引日当日の清算数値により円換算した数値を記載しています。

大証市場

株式等取引（注３）

区分

日経平均株価先物取引・日経225mini合計

日経平均株価オプション取引

当第２四半期連結累計期間

自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日

取引金額・売買代金
前年同期比（％）

日経平均株価先物取引

日経225mini

「参考資料」

（注）前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表の作成を開始しましたので、前年同期との比較は行っておりません。

その他

（単位：百万円）

自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日

参加者料金

当第２四半期連結累計期間

区分

機器・情報提供料

取引金額・売買代金

合計

（注２）日経株価指数300先物取引、ＲＮプライム指数先物取引、日経株価指数300オプション取引、個別証券オプション取引及び大証ＦＸの合計です。

上場賦課金

日経平均株価先物取引(注１)

日経平均株価オプション取引

C　取引金額・売買代金

株式等取引(注３)

合計

区分

その他デリバティブ取引(注２)

当社

当第２四半期連結累計期間

自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日
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D　取引高・売買高

前第２四半期累計期間

自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

一日平均

6,158万単位 6,752万単位 54万単位 9.6

1,607万単位 1,256万単位 10万単位 △ 21.8

4,551万単位 5,496万単位 44万単位 20.8

1,569万単位 1,730万単位 14万単位 10.2

－ 28万単位 0万単位 －

26万単位 22万単位 0万単位 △ 12.7

10,576百万株 12,188百万株 99百万株 15.2

4,804百万株 7,278百万株 59百万株 51.5

投資信託受益証券 106百万口 174百万口 1百万口 63.9

5,771百万株 4,910百万株 39百万株 △ 14.9

（注３）投資信託受益証券、内国投資証券、外国投資証券、カバードワラント、出資証券及び不動産投資信託を含みます。

E　取引参加者数
（単位：社）

前第２四半期累計期間末

平成20年９月30日時点

参加者数 参加者数 前年同期比（％）

－ 4 －

79 72 －

－ 1 －

4 3 －

14 12 －

2 2 －

－ 3 －

99 97 △ 2.0

111 98 △ 11.7
（注１）大証市場、ＪＡＳＤＡＱ市場の両方で参加者となっている金融商品取引業者が存在しますが、それぞれの市場に含めて掲載しております。
（注２）ＦＸ取引資格が平成21年7月より加わり、参加者の中に区分移動が発生しておりますので、区分別の前年同期比（％）は記載しておりません。

F　ユーザー数等

前第２四半期累計期間末

平成20年９月30日時点

前年同期比（％）

ユーザー数 129社 127社 △ 1.6

法人用端末台数 129,561台 118,852台 △ 8.3

個人用端末台数 2,714,134台 2,816,690台 3.8

ネットワーク回線数 698回線 720回線 3.2

端末台数 3,788台 4,217台 11.3

ユーザー数 116社 107社 △ 7.8

法人用端末台数 102,254台 100,072台 △ 2.1

個人用端末台数 2,583,032台 2,662,919台 3.1

G　上場銘柄数

前第２四半期累計期間末

平成20年９月30日時点

上場銘柄数 上場銘柄数 前年同期比（％）

1,973社 1,856社 △ 5.9

1,040社 967社 △ 7.0

934社 889社 △ 4.8

11種 13種 18.2

48種 54種 12.5
（注１）大証市場、JASDAQ市場に重複上場する銘柄は、双方の市場で社数に含めて表示しています。
（注２）上記以外に内国投資証券、外国投資証券、出資証券、不動産投資信託及び債券があります。

（注１）法人用端末台数及び個人用端末台数については，平成20年６月30日時点及び平成21年６月30日時点の数値を掲載しております。

大
証
市
場

相場情報料関係（注１）

相場情報料関係（注１）

大
証
市
場 IPO取引参加者

FX取引参加者

合計

区分

カバードワラント

大証市場

ＪＡＳＤＡＱ市場

日経平均株価先物取引・日経225mini合計

日経平均株価先物取引

日経225mini

（注２）日経株価指数300先物取引、ＲＮプライム指数先物取引、日経株価指数300オプション取引及び個別証券オプション取引の合計です。

その他デリバティブ取引(注２)

株式等取引（注３）

大証市場

大証ＦＸ(注１)

区分

現物・先物取引等・FX取引参加者

現物・先物取引等取引参加者

先物取引等・FX取引参加者

株券(注１)

（注２）ネットワーク回線数及び端末台数については，平成20年８月31日時点及び平成21年８月31日時点の数値を掲載しております。

平成21年９月30日時点

平成21年９月30日時点

投資信託受益証券

区分

当第２四半期連結累計期間末

平成21年９月30日時点

ＪＡＳＤＡＱ市場

ＪＡＳＤＡＱ市場

前年同期比（％）

至　平成21年９月30日

自　平成21年４月１日

当第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間末

取引高・売買高
取引高・売買高

当第２四半期連結累計期間末

区分

現物取引参加者

（注１）平成21年７月21日より取引を開始いたしました。

日経平均株価オプション取引

先物取引等取引参加者

ＪＱ
市場

ネットワーク回線料・
システム接続料関係（注２）
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H　新規上場銘柄数等

前第２四半期累計期間

自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

前年同期比（％）

8社 2社 △ 75.0

大証市場 4社 0社 -

ＪＡＳＤＡＱ市場 4社 2社 △ 50.0

5種 1種 △ 80.0
(注１) 48種 46種 △ 4.2

40件 57件 42.5
大証市場 19件 35件 84.2
ＪＡＳＤＡＱ市場 21件 22件 4.8

（注１）持株会社化等にともなう新規上場を含みません。
（注２）公募増資、第三者割当増資又は株主割当増資を実施した件数を掲載しています。ただし、新規上場に伴う公募増資は含みません。

I　販売費及び一般管理費
（単位：百万円）

金額 構成比（％）

2,385 30.1

2,246 28.4

1,499 18.9

1,790 22.6

7,922 100.0
(注)前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表の作成を開始しましたので、前年同期との比較は行っておりません。

J　設備投資等に係る既支払額
（単位：百万円）

金額 構成比（％）

501 29.6

494 29.2

696 41.2

1,692 100.0
(注)前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表の作成を開始しましたので、前年同期との比較は行っておりません。

その他

合計

区分

大証FX関係

システム統合関係

減価償却費

至　平成21年９月30日

自　平成21年４月１日
区分

株券
新
規
上
場 投資信託受益証券

合計

施設費

カバードワラント

増資(注２)

運営費

区分

人件費

当第２四半期連結累計期間

自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日

当第２四半期連結累計期間

自　平成21年４月１日

至　平成21年９月30日

当第２四半期連結累計期間
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（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２四半期) 第２四半期)

金　額 金　額 金　額 増減率

参  加  者  料  金 5,608 5,344 △ 264 △ 4.7

上  場  賦  課  金 589 1,047 458 77.7

機器・情報提供料 2,523 2,731 207 8.2

そ       の       他 177 113 △ 64 △ 36.0

8,899 9,237 337 3.8

人     　件　     費 1,063 1,060 △ 3 △ 0.3

施       設       費 703 769 65 9.4

運 　    営　     費 1,536 1,730 194 12.7

減  価  償  却  費 1,848 2,283 435 23.6

5,151 5,844 692 13.4

3,747 3,392 △ 355 △ 9.5

受    取    利    息 685 522 △ 163 △ 23.8

受  取  配  当  金 43 42 △ 0 △ 1.1

そ       の       他 17 71 54 317.5

746 636 △ 109 △ 14.7

支    払   利   息 6 6 △ 0 △ 0.2

そ       の       他 4 11 6 129.0

10 17 6 57.0

4,482 4,012 △ 470 △ 10.5

特    別    利   益 66 4 △ 62 △ 93.9

特    別    損   失 0 373 373 -

4,548 3,642 △ 906 △ 19.9

1,201 1,485 284 23.6

3,347 2,157 △ 1,190 △ 35.6

※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９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９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２四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）に係る四半

期財務諸表及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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　損　益　計　算　書（非連結）

科　目

「参考資料」

増　　減

営業収益

販売費及び一般管理費

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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(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２四半期) 第２四半期)

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 4,548 3,642
減価償却費 1,848 2,283
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 559 △ 0
退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 4
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 14 △ 9
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 20 △ 18
固定資産除却損 - 2
減損損失 - 371
受取利息及び受取配当金 △ 728 △ 564
支払利息 6 6
営業債権の増減額（△は増加） 85 △ 11
未払費用の増減額（△は減少） △ 154 114
未払消費税等の増減額（△は減少） △ 137 57
預り金の増減額（△は減少） 4,136 - 
その他 449 425

小計 9,464 6,303

利息及び配当金の受取額 716 662
利息の支払額 △ 10 △ 10
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 2,978 △ 1,492

　　営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 7,192 5,463

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 △ 6,500 △ 9,000
定期預金の払戻による収入 4,099 7,030
有価証券の取得による支出 △ 3,497 - 
有価証券の償還による収入 5,500 1,500
有形固定資産の取得による支出 △ 360 △ 43
無形固定資産の取得による支出 △ 1,521 △ 1,641
子会社株式の取得による支出 - △ 1,673
貸付金の回収による収入 2 2
その他 △ 21 - 

　　投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 2,299 △ 3,825

Ⅲ財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

配当金の支払額 △ 1,349 △ 1,214
長期借入金の返済による支出 △ 0 △ 0

　　財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 1,349 △ 1,214

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,542 423

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 19,049 11,522

※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９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９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２四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

に係る四半期財務諸表及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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」

22

㈱大阪証券取引所(8697)　平成22年３月期　第２四半期決算短信



（参考資料）

平成22年３月期（個別）

百万円 百万円

営　　 業 　　収 　　益 4,541 4,695

販売費及び一般管理費 2,801 3,042

営 　　業 　　利 　　益 1,739 1,652

経 　　常 　　利 　　益 2,066 1,945

税引前四半期純利益 2,070 1,571

四  半  期  純  利  益 1,225 931

円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 4,540 55 3,449 39

百万円 百万円

総　　　　 資　　　　 産 357,404 351,770

純　　　　 資　　　　 産 44,318 45,243

円 銭 円 銭

１ 株 当 た り 純 資 産 164,141 96 167,569 76

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

21年４月～21年６月 21年７月～21年９月

第１四半期 第２四半期

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

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第4四半期

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
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