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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,287 20.9 1,258 26.7 △159 ― △172 ― △169 ―

21年3月期第2四半期 1,064 ― 993 ― △1,069 ― △1,017 ― △900 ―

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 △8.48 ―

21年3月期第2四半期 △45.00 ―

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2四半期 10,656 2,720 25.5 136.03 286.9
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2四半期  2,720百万円 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

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 ― ― ― 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2四半期 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2四半期  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2四半期 20,002,344株 21年3月期第2四半期 20,004,238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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平成21年４月１日から９月30日の６か月間（以下、当第２四半期）におけるわが国の経済は、エコカー減税やエ

コポイント等の政府の景気対策効果により一部で回復の兆しが見えるものの、急激な円高による企業収益の悪化懸

念や、雇用不安、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8,100円台でスタートした日経平均株価は８月末に一時10,700円台まで上昇い

たしましたが、その後、政権交代による期待と不安が入り混じり、先行きの見通しがつかめないまま、期末は

10,100 円台で取引を終えました。 

主な概況は以下のとおりであります。  

（１）純営業収益 

① 受入手数料 

当第２四半期は、株式の委託手数料が前年同期比で２億24百万円増の６億57百万円（前年同期比51.8％増）、債

券、受益証券を含めた委託手数料の合計は、６億60百万円（前年同期比51.6％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、１億69百万円（前年同期比250.1％増）となりま

した。 

また、その他の受入手数料は、52百万円（前年同期比41.9％減）となりました。 

  

② トレーディング損益 

当第２四半期の株券等トレーディング損益は、１億１百万円（前年同期比61.2％減）となりました。また、債券

等トレーディング損益は２億33百万円（前年同期比87.8％増）となり、全体で３億34百万円（前年同期比13.3％

減）となりました。 

  

③ 金融収支 

当第２四半期の金融費用は、28百万円（前年同期比59.7％減）となりました。一方、金融収益は、70百万円（前

年同期比32.2％減）となり、金融収支は差し引きで42百万円（前年同期比25.3％増）となりました。 

  

以上の結果、当第２四半期の純営業収益は、12億58百万円（前年同期比26.7％増）となりました。 

  

（２）販売費・一般管理費 

当第２四半期の販売費・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２億98百万円減の６億51百万円（前年同期比31.4％減）、不動産関係費が１億39百万円減の

１億72百万円（前年同期比44.7％減）、取引関係費が１億30百万円減の２億23百万円（前年同期比36.9％減）等によ

り合計６億45百万円減少し、14億18百万円（前年同期比31.3％減）となりました。 

  

（３）特別損益 

当第２四半期は特別利益として、金融商品取引責任準備金戻入36百万円、賞与引当金戻入額21百万円の合計58百万

円を計上いたしました。 

特別損失として、顧客係争に関する和解金37百万円、店舗統廃合費用４百万円、事業分離関連費用４百万円など合

計で51百万円を計上いたしました。  

  

以上の結果、当第２四半期の経常損失は１億72百万円（前年同期は10億17百万円の経常損失）、四半期純損失は１

億69百万円（前年同期は９億円の四半期純損失）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
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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他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２四半期末の資産合計は、前期末と比べ12億53百万円増加し106億56百万円となりました。その主な要因

は、現金・預金が15億87百万円減少したものの信用取引資産28億81百万円が増加したこと等によるものでありま

す。 

② 負債 

当第２四半期末の負債合計は、前期末と比べ14億13百万円増加し79億35百万円となりました。その主な要因は、

信用取引負債11億34百万円、預り金１億42百万円、短期借入金２億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２四半期末の純資産合計は、前期末と比べ１億60百万円減少し、27億20百万円となりました。その主な要因

は、その他有価証券評価差額金が９百万円増加したものの当四半期純損失１億69百万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２四半期末残高は、期首残高に比べて15億87百万円減少し16億65百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、17億76百万円の減少（前年同期は６億38百万円の減少)

となりました。これは主として、預り金及び受入保証金が２億36百万円増加したものの信用取引資金17億46百万 

円、約定見返勘定が２億23百万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２四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、11百万円の減少（前年同期は49百万円の減少）となりま

した。これは主として、差入保証金の差入による支出31百万円、従業員に対する長期貸付金の回収による収入14百

万円、差入保証金の回収による収入８百万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２四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、２億円の増加となりました。この要因は短期借入金の増

加２億円であります。 

  

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２四半期におきましては、営業収益12億87百

万円のうち株式受入手数料が６億63百万円（営業収益に対する構成比51.6％）、株式のトレーディング損益が１億

１百万円（同7.9％）、合計で７億65百万円と相当程度の割合を占めており、株式市況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

等に誤認を与える恐れがあるため、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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① 簡便な会計処理  

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。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（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２四半期会計期間と当第２四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２四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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,665,866 3,253,694

預託金 1,731,290 1,809,230

顧客分別金信託 1,640,499 1,718,440

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 － 14,899

商品有価証券等 － 14,899

約定見返勘定 224,715 1,059

信用取引資産 5,678,523 2,797,168

信用取引貸付金 5,424,275 2,542,411

信用取引借証券担保金 254,248 254,756

立替金 5,547 9,289

顧客への立替金 561 329

その他の立替金 4,986 8,959

短期差入保証金 220,000 220,000

短期貸付金 910 2,649

前払金 961 395

前払費用 22,839 19,568

未収入金 4,608 80,693

未収収益 97,381 50,763

貸倒引当金 △16,605 △4,623

流動資産計 9,636,038 8,254,787

固定資産   

有形固定資産 365,476 385,305

建物 110,524 116,648

器具備品 58,085 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 652,382 760,721

投資有価証券 230,864 217,115

関係会社株式 2,039 39

その他の関係会社有価証券 94,960 96,624

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 47,616 59,683

長期差入保証金 236,806 340,018

長期前払費用 493 －

長期立替金 92,512 93,112

その他 60,000 64,000

貸倒引当金 △114,930 △111,892

固定資産計 1,020,799 1,148,966

資産合計 10,656,838 9,403,753
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 3,752,022 2,617,043

信用取引借入金 3,316,565 2,159,448

信用取引貸証券受入金 435,456 457,594

預り金 1,223,241 1,080,427

顧客からの預り金 1,036,590 986,719

その他の預り金 186,651 93,707

受入保証金 830,369 736,594

短期借入金 400,000 200,000

未払金 6,990 20,002

未払費用 139,487 123,442

リース資産減損勘定 182,283 192,638

未払法人税等 9,119 11,922

賞与引当金 44,000 48,000

流動負債計 6,587,515 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 2,866 －

退職給付引当金 187,404 204,357

長期リース資産減損勘定 126,853 219,186

その他の固定負債 7,450 8,750

固定負債計 1,324,574 1,432,294

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 23,751 60,151

特別法上の準備金計 23,751 60,151

負債合計 7,935,841 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 △1,735,686 △1,566,007

自己株式 △3,418 △3,418

株主資本合計 2,716,794 2,886,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,202 △5,237

評価・換算差額等合計 4,202 △5,237

純資産合計 2,720,996 2,881,236

負債・純資産合計 10,656,838 9,403,753
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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) 

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

営業収益   

受入手数料 573,817 881,645

委託手数料 435,372 660,171

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

48,292 169,080

その他の受入手数料 90,151 52,393

トレーディング損益 385,969 334,621

金融収益 104,568 70,906

営業収益計 1,064,355 1,287,173

金融費用 70,705 28,487

純営業収益 993,650 1,258,686

販売費・一般管理費 2,063,384 1,418,052

取引関係費 354,375 223,500

人件費 949,137 651,097

不動産関係費 311,652 172,230

事務費 347,755 303,108

減価償却費 49,655 19,487

租税公課 12,496 10,581

貸倒引当金繰入れ － 12,020

その他 38,311 26,026

営業損失（△） △1,069,733 △159,365

営業外収益   

受取配当金 60,588 12,371

その他 6,747 1,568

営業外収益計 67,335 13,939

営業外費用   

社債利息 － 17,547

委託手数料返戻金 － 4,142

貸倒引当金繰入額 12,000 3,000

その他 3,575 2,764

営業外費用計 15,575 27,455

経常損失（△） △1,017,973 △172,881

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 348,634 36,400

賞与引当金戻入額 77,006 21,763

貸倒引当金戻入額 507 －

特別利益計 426,147 58,163
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（単位：千円）

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) 

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

特別損失   

和解金 － 37,557

店舗統廃合費用 10,594 4,444

事業分離関連費用 － 4,337

減損損失 18,058 2,488

過怠金等 275,000 －

ゴルフ会員権評価損 － 2,000

ゴルフ会員権売却損 － 238

固定資産除却損 1,241 －

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 306,044 51,065

税引前四半期純損失（△） △897,870 △165,783

法人税、住民税及び事業税 3,967 3,895

法人税等調整額 △1,609 －

法人税等合計 2,357 3,895

四半期純損失（△） △900,227 △169,679
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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) 

当第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △897,870 △165,783

減価償却費 49,655 19,487

減損損失 18,058 2,488

和解金 － 37,557

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,110 15,020

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 △36,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,942 △16,953

受取利息及び受取配当金 △63,555 △14,399

支払利息 27,044 19,754

賞与引当金戻入額 △77,006 △21,763

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 238

ゴルフ会員権評価損 － 2,000

固定資産除却損 1,241 －

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） 317 1,739

預託金の増減額（△は増加） 248,316 77,940

立替金の増減額（△は増加） 23,226 4,341

短期差入保証金の増減額（△は増加） 122,000 －

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △142,754 236,589

トレーディング商品の増減額 4,932 14,899

約定見返勘定の増減額（△は増加） △2,884 △223,655

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 354,918 △1,746,376

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △53,231 －

その他の資産の増減額（△は増加） 102,657 153,034

その他の負債の増減額（△は減少） △16,026 △84,425

小計 △365,463 △1,720,223

利息及び配当金の受取額 63,555 14,399

和解金の支払額 － △39,000

利息の支払額 △25,716 △20,086

過怠金等の支払額 △275,000 －

リース解約等に伴う支払額 △25,000 △4,444

法人税等の支払額 △11,165 △7,322

営業活動によるキャッシュ・フロー △638,790 △1,776,676
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（単位：千円）

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) 

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

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 △55,020 △208

無形固定資産の取得による支出 △12,472 －

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 △9,520 △2,790

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 3,045 14,856

ゴルフ会員権の売却による収入 － 1,850

ゴルフ会員権の償還による収入 765 －

差入保証金の差入による支出 △2,379 △31,673

差入保証金の回収による収入 26,766 8,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,350 △11,150

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） － 200,000

自己株式の取得による支出 △324 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △324 200,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △688,466 △1,587,827

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 2,529,778 1,665,866
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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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当社は、平成21年８月28日付で、当社の通信取引事業に関する権利義務を、平成21年12月27日を効力発生日とし

て会社分割の方法によりオリックス証券株式会社へ承継させる吸収分割契約書をオリックス証券株式会社と締結し

ており、平成21年10月28日の臨時株主総会において本吸収分割契約は承認可決されました。 

  

① 会社分割の理由 

当社は、対面取引事業に加えて、平成10年からインターネット取引を柱に、お客様の利便性を追及したサービス

の提供および対面取引との相互補完をめざし通信取引事業を展開してまいりましたが、インターネット取引の急速

な普及とともに手数料の値下げ競争等が激化する中、収益が見合わなくなってまいりました。 

また、平成17年度から平成19年度にかけ発生したコンプライアンス上の諸問題や金融資本市場の混乱の影響等も

あり、業績の低迷が続いております。当社が今後、収益力の向上を図るためには、地元愛知県の対面取引事業に経

営資源を集中させることが不可欠であるとの認識にいたり、本事業から撤退することを平成21年８月28日開催の取

締役会にて決議いたしました。 

当社とオリックス証券株式会社は、慎重に協議を重ねた結果、本事業の強化を図るオリックス証券株式会社のニ

ーズと対面取引事業に経営資源を集中した事業展開をめざす当社のニーズが合致したことから、平成21年８月28日

付で締結した吸収分割契約に従い、本事業を分割することとし、平成21年10月28日の臨時株主総会において本吸収

分割契約は承認可決されました。 

  

② 会社分割の形態 

当社を吸収分割会社、オリックス証券株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

  

③ 分割当事会社の概要（平成21年３月31日現在） 

商号     オリックス証券株式会社 

代表者    代表取締役社長 北山 久行 

住所     東京都中央区日本橋人形町一丁目３番８号 

資本金    3,000百万円 

従業員数   151名  

事業内容   金融商品取引業 

業績     平成21年３月期 

営業収益       7,019百万円 

経常利益        377百万円 

当期純利益       607百万円 

資産合計      95,144百万円 

負債合計      77,747百万円 

純資産合計     17,396百万円 

  

  

（６）重要な後発事象
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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２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前期比 前事業年度 

      ％   

 委託手数料 435,372 660,171 151.6 794,356 

（株券） (433,294) (657,831)  (151.8) (787,791) 

（債券） (764) (1,133)  (148.3) (2,476) 

（受益証券） (1,313) (1,205)  (91.8) (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 
48,292 169,080  350.1 91,065 

（債券） (7,026) (4,232)    (60.2) (40,918) 

（受益証券） (41,265) (164,847)  (399.5) (50,146) 

 その他の受入手数料 90,151 52,393 58.1 141,501 

（株券） (6,941) (5,882)  (84.7) (12,540) 

（債券） (287) (430)  (149.8) (774) 

（受益証券） (79,605) (44,160)  (55.5) (119,682) 

（その他） (3,316) (1,919)  (57.9) (8,503) 

 合計 573,817 881,645 153.6 1,026,923 

  前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前期比 前事業年度  

            ％      

 株券 440,236 663,714 150.8 800,332 

 債券 8,078 5,797 71.8 44,169 

 受益証券 122,184 210,214 172.0 173,917 

 その他 3,316 1,919 57.9 8,503 

 合計 573,817 881,645 153.6 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２四半期累計期間 当第２四半期累計期間  前期比 前事業年度  

      ％      

 株券等 261,864 101,608 38.8 377,198 

 債券等 124,105 233,012 187.8 276,597 

 合計 385,969 334,621 86.7 653,795 

    前第２四半期末（百万円）  当第２四半期末（百万円） 

 固定化されていない自己資本の額    （Ａ） 3,174 2,827 

 リ ス ク 相 当 額        （Ｂ） 1,279 985 

   市場リスク相 当 額 18 12 

   取引先リスク相当額 109 124 

   基礎的リスク相当額 1,151 849 

 自 己 資 本 規 制 比 率 

 （Ａ） /  (Ｂ） × １００       ％ 
248.1 286.9 
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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 

当第２四半期

自21.７.１ 

至21.９.30 

営業収益 623 441 433 351 600 687 

受入手数料 349 223 252 200 435 445 

トレーディング損益 221 164 146 121 134 200 

金融収益 52 52 35 29 29 40 

金融費用 35 34 26 24 13 15 

純営業収益 587 406 407 327 586 671 

販売費・一般管理費 1,087 976 963 874 700 717 

取引関係費 181 172 152 143 107 115 

人件費 525 423 448 387 323 327 

不動産関係費 155 156 146 139 86 85 

事務費 173 174 168 145 148 154 

減価償却費 24 24 25 27 9 9 

租税公課 6 6 6 19 5 5 

その他 19 19 16 12 19 18 

営業利益 △499 △570 △556 △547 △113 △45 

営業外収益 61 5 1 2 13 0 

営業外費用 0 15 5 5 8 18 

経常利益 △438 △580 △560 △550 △109 △63 

特別利益 428 － 50 416 41 16 

特別損失 300 6 11 1,064 4 46 

税引前四半期純利益 △311 △586 △521 △1,199 △72 △93 

法人税、住民税及び事業税 1 2 1 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 △95 
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